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はじめに

一、問題意識

長い間、東アジアの歴史、特にその政治・経済・社会などの分野に関する発展史は、
主に西洋的な視角を基準として観察されてきた。具体的に言えば、ヘーゲルの「持続の
帝国」という停滞的アジア認識、マルクスのアジア的生産様式論、そしてヴェーバーの
儒教的合理主義批判などを代表とする西洋中心論の言説は、近代以降普及され、今日に
至っても、中国と日本、韓国の知識人の持つアジア理解に非常に大きな影響を与えてい
る1。そこでは、かつて東アジア諸国に広がっていた儒教の文化も、一般的には、封建主
義を支えるイデオロギーだとか、専制政治を正当化する道徳倫理だと見做され続けてい
る。
しかし、二十世紀七十年代以降、アジア NIEs（韓国・香港・台湾・シンガポール）の経
済成長に伴い、儒教文化と経済発展および資本主義との関係に対する議論が流行し始め2、
．．
しかもそういった儒教と経済発展との関連付けが契機となった儒教文化への見直しは、
一層の発展を見せている。つまり、二十世紀後半以来の東アジア諸国におけるアイデン
ティティーの回復や、グローバリゼーションによる文明間の対話などが進んだこともあ
．． ．．
って、儒教と東アジア（とりわけ中国）伝統の政治・社会に関する理解も、西洋中心論
の定説から脱出して新たな局面を切り拓く傾向が見られつつある3。

1

この学術的な流れの整理については、井上厚史「儒教は『東アジア共同体』の紐帯となり
うるか？」
（『東亜共同体的可行性研究』〈復旦大学国際問題研究院・島根県立大学合同シン
ポジウム報告集〉
、23－37 頁、2010 年 11 月）を参照。
2 これに関する議論も多い。例えば、余英時『中国近世の宗教倫理と商人精神』
（森紀子訳、
平凡社、1991 年）
、張鴻翼「儒家倫理と経済発展」
（『上海社会科学院学術季刊』
、1987 年 02
期）
、小野進「儒教倫理と資本主義の精神」
（『立命館経済学』第 42 巻第 4 号、1－102 頁、1993
年 10 月）などが挙げられる。なお、この整理については、同上、井上厚史「儒教は『東ア
ジア共同体』の紐帯となりうるか？」
、また、前川亨「『韋伯熱』初探 : 1980 年代中国にお
けるウェーバー受容の一側面」
（『社会科学年報』第 42 号、101－131 頁、2008 年 3 月）
、劉
東「ヴェーバーと儒家」
（『江蘇行政学院学報』、2011 年第 1 期）などを参照。
3 例えば、王瑞来氏は、
「伝統中国における皇権には、実権を有する実際的な最高至上から象
徴的な最高至上への変遷が見られる」と主張している（王瑞来『宋代の皇帝権力と士大夫政
治』汲古書院、2001 年、第 498－504 頁）。また、ここ数年、中国の学界では、古代中国の皇
帝政治は専制主義であるという歴史の定説に懐疑を抱き始めた。一部の研究者は、皇帝権力
と専制主義との両者の間は必ず関連性を有するとは言えず、古代中国の皇帝制度＝専制主義
という図式は西洋中心史観のものと認識している（
「2010 年度中国十大学術熱点」その十：
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日本の学界では、溝口雄三氏が、中国史の文脈のなかでその内在的な発展を捉えよう
とする作業を試み、主に十七世紀（明末清初）以降、
「礼教」
（すなわち、民間に浸透した
儒教）による中国の地方に発生した社会的かつ政治的運動に着目し、中国の内在的発展

に関する新しい説を唱えた4。
この溝口説は、概ね下記のような構図で展開されている。
① 儒教が主に官僚層・地方有力層に担われる（宋代以降、朱子学）
↓
② 官僚・士人層のほか、庶民層にも主体的に秩序を担わせる（明代、朱子学
が徐々に民間に浸透し、更なる浸透を図る陽明学の誕生）5
↓
③ 地方自治的な封建論（明末清初、黄宗羲の学校論、顧炎武の封建論など）6
↓
④ 郷里空間・郷治の発展（清代、朱子学は学理面では理気論哲学への批判、
一方実践面では民衆化を推進した陽明学と相まって、ともに「礼教」とし
て庶民層にまで広げられる）7
↓
⑤ 蓄積された「省の力」の発揮（清末、湘軍・淮軍；辛亥革命、各省の独立
という形態で王朝体制を終焉させ；革命後、軍閥割拠の様相）8
要するに、溝口氏によれば、①と②（朱子学の民衆化、陽明学の勃興）を源流とする

中国古代歴史発展道路の討論、
『光明日報』理論部・『學術月刊』編輯部、2011 年 1 月）
。
4 溝口氏の説を体系的に述べるのは、
「歴史のなかの中国革命」、
「中国近代の源流」、
「再考・
辛亥革命」、
「二つの近代化の道」といった四つの論文を第Ⅱ部分として載せた『中国の衝撃』
（東京大学出版会、2004 年）と、
『中国思想史』
（溝口雄三・池田知久・小島毅著、東京大学
出版会、2007 年）が挙げられる。
5 前掲、溝口雄三ほか『中国思想史』
、167－168 頁。
6 同上、160－162 頁。
7 同上、168、204－210 頁。
8 同上、211－217 頁。
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中国固有の文脈に沿って、③の段階に入って地方の士紳層（郷紳・縉紳）が民衆のリー
ダーとして地方秩序を主体的に担い、さらに④の段階ではこの士・民の力が向上し蓄積
され、ついに⑤の段階に地方の「省の力」で王朝体制を倒壊させたという。氏は従来の
外部要因である「西洋の衝撃」がもたらした中国の近代化とは異なり9、中国の「近代化」
は、中国の内在的文脈から産出された「内発的近代」と主張した10。
なお、汪暉氏も非常に類似した思考を持ちながら、例えば「モダニティとは、政治・
経済・文化にわたる、内在的な緊張を有する総体的概念であり、ヨーロッパ・キリスト
教文化と歴史的に」11つながっていると述べ、中国の「モダニティ」も動力としての自
己の文化的アイデンティティーを持つか否かという問題を提出した。
それに対して、筆者は特に、溝口氏の「近代」という表現についてこだわりたくはな
い。たしかに、少なくとも、溝口氏の新説は、客観的史料に基づく歴史検証と、中国固
有の思想文化を合わせて体系的に論じられ、非常に説得力があると思われる。それに加
え、より重要なことに、新しい視座のもとで中国の問題を中国が抱えている内在的な歴
．．．．．
史や文化の緊張関係を通して解明する、という内在的理解を深めるアプローチを提供し
ている。
ただし、溝口説に対して一つの問題を提起しなければならない。つまり、従来の儒教
政治とは異なり、朱子学および陽明学が民衆化を推進し、特に地方と民間の政治に関心
を持つようになったのは、いわゆる「近代化」の源流と見做されているが、それに対し
て、儒教と中央政治の関係はどのような状況なのかという問題である。
そもそも「治国・平天下」や「得君行道」（君を得て道を行なう）などは、歴代の儒者
の理想ともいえよう12。前漢の武帝以降、儒教は各王朝の正統思想となり、特に「唐宋

9

溝口氏は「西洋の衝撃」を否定したのではなく、むしろ欧米列強の進出はこの「内発的近
代」という構図を変革、補正あるいは助長する役割を演じたのである（溝口雄三「二つの近
代化の道」
『中国の衝撃』
、129－137 頁）。
10 「内発的近代」という用語の出自は、溝口「中国近代の源流」
（『中国の衝撃』
、104－116
頁）にある。また、「近代」への理解について、溝口氏は「近代という概念は元来は局地的
にヨーロッパのものであり、せいぜい旧時代にたいする彼ら内部の自己謳歌の概念であった
はずなのに、ヨーロッパが自らを世界大に膨張させるにつれ、いつしか汎世界的な概念とな
り、その時それは彼らの世界史的優位を証左する指標とさえなった」といった（溝口雄三『中
国前近代思想の屈折と展開』東京大学出版会、1980 年、「はしがき」部分）
。
11 汪暉「ヴェーバーと中国のモダニティ問題」
『思想空間としての現代中国』
（村田雄二郎ほ
か訳）岩波書店、2006 年、193 頁。初刊は『学人』第六輯、1994 年 9 月。
12 例えば、宋代の学者、黄徹は孟子を論じて、
「
『孟子』の七篇は、その半分は君主を論じ、
半分は庶民を論じている。およそ孟子が君を得て民を安んずることを欲していた」と指摘し
た（
『䂬溪詩話』〔宋〕黄徹、人民文学出版社、1986 年、5 頁）
。

3

変革」期を経て13、儒教のテキストを基準とする実力本位の科挙制が完全に確立され、
儒者が官僚となって政治を行う、いわゆる士大夫政治さえも登場した一方で、なぜ宋代
に生まれた朱子学は、政治の面において民間・地方に関心を寄せるようになったのか。
もちろん、道学（朱子学）が民間に浸透して仏教や道教と争い、ついに勝利を収めた
ことも一因となりうるが14、これは政治よりも、信仰および民間習俗など精神の面での
展開であろう。仮にこの説明で十分だとすれば、なぜ宋代以前は仏教的あるいは道教的
な地方政治が行われなかったのか。さらに、たとえ道学が民間に浸透したとしても、な
ぜ宋代以降、活発に推進された民間・地方政治に比べて、中央における政治は活力を失
って積極的な展開を見せなかったのか。

二、テーマの設定

上述の疑問を解くために非常に参考になるのは、余英時氏の説いた宋代以降の政治に
おいては、いわゆる宋儒の「得君行道」から陽明学の「覚民行道」
（庶民を覚醒させて道
を行なう）への転向が見られる、という仮説である15。その仮説をまとめていえば、宋儒

は士大夫的使命感に強く支えられて、いずれも「得君行道」を望み、皇帝と「天下を共
治する」ことを求めたが、明代は君主の独裁政治が絶対化され、その士大夫はもはや「得
君行道」を実行することは不可能になった。そこで、陽明学「致良知」の教えが、十六
世紀以降の儒教政治の新しい道を開いた。即ち、
「道を行なう」ために、「社会に向かっ
て訴えかけ、下層の人民に対して教えを説き、下から上へという社会改造の大運動を巻
き起こす」16という「覚民行道」への転向である。
ここで余氏の説は、溝口説となり同調する部分がある。要するに、宋代以降、中国で
儒者の導いた政治には大きな転向が生じた。もともとの儒教の政治は、中央の朝廷を中
心とする上から下への形を取るべきものではあるが、後世になって地方の民間を主要な
舞台とする下から上への様相で展開してきた。ただし、余氏が「宋明理学」という宋の
13

「唐宋変革説」は当初、内藤湖南が唱えた（内藤湖南「概括的唐宋時代観」
、
『内藤湖南全
集』第 8 巻、筑摩書房、1969 年、111－119 頁。初出は『歴史と地理』第 9 巻第 5 号、1922
年）
。
14 銭穆『中国学術思想史叢論（五）
』
（生活・読書・新知三聯書店、2009 年、220 頁）を参照。
15 余英時『朱熹的歴史世界：宋代士大夫政治文化的研究』生活・読書・新知三聯書店、2004
年；同氏『宋明理学與政治文化』吉林出版集団、2008 年。
16 余英時「私と中国思想史研究」
（吾妻重二訳）
『東アジア文化交渉研究』（関西大学）別冊
第 1 号、103－116 頁、2008 年 3 月。
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思想と明の思想の連続性を否定し、宋学と明学には根本的な違いがあると指摘し、この
宋と明との非連続性を強調した17。それとは対照的に、溝口氏は朱子学の築いた理的な
世界観は宋代だけにととまらず、明代さらに清代にまで引き継がれたと主張した18。そ
れゆえ、陽明学は朱子学のテーゼを改変、修正したが、両者に連続性を持たなければな
らないと考えられる。
確かに、余氏が主張した論点は多くのインスピレーションを与えてはくれたが、検討
すべき点もないわけではない。とりわけ宋と明の断絶とは逆に、宋学はその内部に幾つ
かの学派を有するにもかかわらず、皆な同じ歴史段階に生まれたために、中身よりも構
造から言って完全に同じ類型に属すると見做された19。つまり范仲淹、王安石、二程、
蘇軾から朱熹、陸九淵、陳亮、葉適に至って、宋代の士大夫はいずれも「得君行道」へ
の期待を抱いていたというのである。
しかし、宋代における儒学の教養を身に着けた地方有力層の活躍や、地方政治の活発
的な展開などについては、今日では多くの研究に支持されている。例えば、ハートウェ
ル氏（Robert M. Hartwell）は、Demographic, Political and Social Transformation of China,
750-1550 という論文で、特に「地方エリート」
（local elite gentry）という宋代社会の新階
層の役割を重視し、当時朝廷権威の低下と在地勢力を代表する地方エリートの台頭――
その具体的な表徴としては地方の「路」の発展（evolution of the province）と「県」の独
立性の強化（an enhanced independence of the district）など――を論じて、この時期から中
国の君主は、
「帝国の各地域に対する直接的な統治権力（direct administrative authority）
が弱体化し始めた」20と主張した。また、ハイムズ氏(Robert P. Hymes）も主に社会と士
大夫層の視点から（中央の朝廷ではなく）考察を進め、特に南宋に至って経済や文化が
高度に発達した中国南部が、自らの永続性を持つ地方エリートに支配されていたという
結論を得た21。要するに、宋代ではすでに地方有力層がリードした在地勢力の活躍が見
られる。ただし宋代に比べ、明代になって政治や経済状況の変化、および陽明学という
新しい推進力を得て、そのような局面を更に深化させたのであろう。これは、上述した

17

前掲、余英時「明代理学與政治文化発微」『宋明理学與政治文化』第六章、158－211 頁。
前掲、溝口雄三『中国前近代思想の屈折と展開』、
「はしがき」部分。
19 前掲、余英時『宋明理学與政治文化』
、4 頁。
20 Hartwell, Robert M. Demographic, Political, and Social Transformations of China, 750-1550,
Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol.42, No.2, pp. 365-442, 1982.
21 Hymes, Robert P. Statesmen and Gentlemen: The Elite of Fu-Chou, Chiang-Hsi, in Northern and
Southern Sung, Cambridge University Press, 1986.
18
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溝口氏の①から②への説明とも一致している。
そうすると、問題はそのまま残っている。すなわち宋代以降、活発に推進された地方
．．．．．
政治に比べて、朝廷における中央政治はなぜ活力を失ったのか。また、この中央から地
．．
方へという儒者たちが持つ政治関心の転向は、なぜ士大夫の黄金時代といわれる宋代に
発生したのか。
この問題を解決するためには、やはり宋代の学術史・政治史に立ち戻って、宋学諸派
の説に基づいた政治運動の展開、とくに民間への浸透を図る道学・朱子学と直接的に関
係を有する学派の動きについて検討を行うべきではなかろうか。そこで、二程子に先立
って独自な学派を形成し、さらに体系的な学説の指導のもとで新たな政治を目指そうと
した、王安石に目を向けなければならない。
王安石の思想を研究する理由は、主に以下の通りである。まずは、王安石が宋代の著
名な儒学者であり、宋学の諸派においての「新学」と呼ばれる重要な学派の代表者であ
る。当時、新学は絶大な影響力を持っていたため、道学（朱子学）よりもはるかに重要
である。そして、彼は皇帝の信任を得て国政を担う、いわゆる「得君行道」のチャンス
を得た人物とも見做され、七年間にわたって長期執政22、つまり中央の朝廷で活躍して
いた人物である。また、彼の新学は、宋学諸家に先んじて官学の地位を獲得し、あたか
も後の朱子学の体制化のモデルであるかのように、一世紀半以上にわたって北宋後半か
ら南宋末期まで続いた23。すなわち、王安石の学はかつて王朝の公式イデオロギーとな
っていたのである。したがって、二程子や張載と同じ時代に生きて道学者と非常に複雑
な関係を持っていた王安石の思想を解明することは、本稿の問題を解く鍵ではなかろう
か。
そこで、本稿は、特にこのような王安石という人物に注目して、彼の学における哲学
のテーゼよりも政治思想・政治構想に注意を払うことによって、下記の三つの問題点を
解明したい。すなわち、
（一）王安石の学問における政治思想の正体は、一体どのような

22

熙寧二年（1069）二月、王安石が参知政事（副宰相）に任命された。熙寧九年（1076）十
月、同中書門下平章事（宰相）を辞職した（『宋宰輔編年録校補』
〔宋〕徐自明撰、王瑞来校、
中華書局、1986 年、382・461 頁）。
23 熙寧六年（1073）三月、
「国子監修撰経義所」（経義局）を創設。熙寧七年（1074）四月、
『書義』が完成。熙寧八年（1075）六月、
『詩義』および『周礼義』が完成、まもなく三経
新義を官学に頒つ。淳祐元年（1241）正月、周敦頤・張載・程顥・程頤・朱熹を孔子廟に従
祀し、王安石の従祀を罷む（吾妻重二「『周官新義』関連年表」
『宋代思想の研究：儒教・道
教・仏教をめぐる考察』〈関西大学東西学術研究所研究叢刊 31〉関西大学出版部、2009 年、
110－113 頁）。
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ものであろうか。
（二）王安石の主張した政治構想と、彼が直面した王朝政治（中央政治）
の現実との関係は、どのように捉えるべきであろうか。
（三）中央政府を中心とする政治
を目指した王安石と、中央政界で失脚して次第に「地方自治」24型の政治に転向した道
学者との間には、どのような関係があったのだろうか。
こうした問いを論じるうえで、溝口氏らの説を参考にし、中国の政治史・政治思想史
に論理的かつ歴史的な一貫性を与えることで、新儒学の時代に応じて儒教の士大夫たち
が、
「新学（中央）―道学・朱子学（中央から民間）―陽明学（民間）」という段階的推移
を経て、ついに中国の内在的な政治発展の道を開いたという、固有の文脈からの理解を
深めようと、本稿は意図している。

三、先行研究

王安石といえば、最も注目を集めたのは「熙寧変法」であろう25。その中でも、例え
ば、経済に関する政策は本来、新法全体の一部にすぎないが、同時代のライバルや後世
の批判者が専らその分野に異議を唱えたことで26、さらに二十世紀になると、近代合理
主義的な政策として歴史学の分野において高く評価されたので27、王安石の経済政策に
対する研究が特に脚光を浴びている。その一方で、土田健次郎氏が指摘したように、
「思
想の分野における王安石の研究は、質量ともほとんど蓄積といえるものがな」く、とり
わけ「王安石の主著であるはずの『周礼義』と『字説』についての研究は寥々たること
である」という状況も、長期的に存在している28。

24

溝口氏は中国清末の地方自治をヨーロッパ由来の「地方自治」に無媒介に読み替えること
に反対している。氏が中国の伝統政治に求めたのは、西洋の市民革命的な「自治」ではなく、
中国の伝統にある「地方の公事（すなわち、公益事業）を地方の手で」という意味での「地
方自治」である（前掲、溝口雄三ほか『中国思想史』
、204－206 頁）。なお、本論文も概して
この溝口氏の指摘した意味で、つまり、地方のことを地方の人々の手で管理するという意味
で、
「地方自治」という言葉を用いている。
25 例えば、二十世紀後半以来、中国（台湾・香港も合わせて）での王安石の変法に対する研
究はおよそ論文 900 本、著作 80 冊に達したという（李華瑞『王安石変法研究史』人民出版
社、2004 年、「緒論」部分）
。
26 小島毅『中国思想と宗教の奔流 宋朝』
（中国の歴史 7）講談社、2005 年、107 頁。
27 宮崎市定『宋と元』
（世界の歴史 6）中央公論新社、1975 年、187－190 頁。
28 土田健次郎『道学の形成』創文社、2002 年、318 頁。
日本における『周官新義』についての専論は、庄司荘一「王安石『周官新義』の大宰にい
て」
（『集刊東洋学』第 23 号、64－85 頁、1970 年 5 月）と吾妻重二「王安石『周官新義』の
考察」（小南一郎編『中国古代礼制史研究』京都大学人文科学研究所、1995 年）など、また
関連する研究は、井澤耕一「王安石の孔子廟配享と『三経新義』に関する一考察――王学の
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そのほか、現在の王安石思想の研究には未だ不足している点があると思われる。それ
は、新法政策以外の研究は、ほとんど彼の哲学にこだわって、主に哲学テーゼにおいて
道学と比較するにとどまっていることである29。しかしそれだけでは、儒学者および政
治家という二つの身分を兼ねた王安石の思想を把握するにはなかなか難しいのではない
かと思われる。ここで、本テーマと関連する代表的な先行研究の検討を試みたい。

（１）Bol, Peter K. This Culture of Ours: Intellectual Transitions in Tang and Sung
China, Stanford University Press, 1992. (For Perfect Order: Wang An-shih and Ssu-ma
Kuang, p212-253.)
ボル氏は、
新法の分析を通じて王安石の政治思想を説明するという従来の方法を突破し、
基本的に王安石の学問（文章・経学テキストなど）から彼の思想を解明しようと試みた。
そこで、合理主義的な政治を行う王安石よりも、かなり理想主義的な秩序構想を持つ王
安石像が提示された。つまり、王安石が古代経典に内在する一貫性（The Coherence of the
Classics）を強調し30、そういった経学の指導で「自己完結的」
（self-contained）かつ「自
己永続的」
（self-perpetuating）で高度な一致性を有する政治システムを目指しているとい

興隆と衰退――」
（『関西大学中国文学会紀要』23 号、2002 年）が挙げられる。
また、中国（台湾・香港も合わせて）では、王安石の逸文を収集して整理する作業は、邱
漢生『詩義鉤沉』
（中華書局、1982 年）
、程元敏『三経新義輯考彙評』
（華東師範大学出版社、
2011 年）
、張宗祥『王安石「字説」輯』（福建人民出版社、2005 年）などがある。
29 王安石の思想および学派についての研究は、日本では、土田健次郎「王安石における学の
構造」（
『宋代の知識人──思想・制度・地域社会──』汲古書院、1993 年）
、齋木哲郎「王
安石の経学と『春秋』緒論」『鳴門教育大学研究紀要』
（人文・社会科学編第 19 号、11－25
頁、2004 年 3 月）
、井澤耕一「王安石学派の興隆と衰退――蔡卞と秦檜――」
（『日本中国学
会報』56 号、111－124 頁、2004 年）、
「王安石の性情命論」（
『村山吉廣教授古稀記念中国古
典学論集』汲古書院、2000 年、629‐645 頁）、
「
『毛詩正義』と王安石『詩義』――唐から北
宋までの経義解釈の展開――」
（『詩経研究』32 号、9-26 頁、2007 年）、東一夫「王安石の学
統」(磯辺武雄編『アジアの教育と社会〈多賀秋五郎博士古稀記念論文集〉』不昧堂、1983 年)、
寺地遵「天人相関説より見たる司馬光と王安石」
（『史学雑誌』第 76 編 10 号、34－62 頁、1967
年）などがある。
中国では、蒋義斌『宋代儒釈調和論及排佛論之演進――王安石之融通儒釈及程朱学派之排
佛反王』
（台湾商務印書館、1988 年）
、鄧広銘「王安石在北宋儒家学派中的地位――附説理学
家的開山祖問題」
（『北京大学学報』1991 年 2 月）
、白敦仁「略論王安石『洪範伝』及其熙寧
「新学」的歴史地位」
（『成都大学学報』1992 年 2 月）
、耿亮之「王安石易学与其新学及洛学」
（『周易研究』1997 年第 4 期）
、李祥俊『王安石学術思想研究』
（北京師範大学出版社、2000
年）
、劉成国『荊公新学研究』
（上海古籍出版社、2006 年）
、楊天保『金陵王学研究：王安石
早期学術思想的歴史考察（1021-1067）
』
（上海人民出版社、2008 年）
、方笑一『北宋新学与文
学――以王安石為中心』
（上海古籍出版社、2008 年）などが挙げられる。
30 Bol, Peter K. This Culture of Ours: Intellectual Transitions in Tang and Sung China, Stanford
University Press, 1992, p224-233.
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う31。
このボル氏の方法論と分析からは多くの示唆を受け取れるが、やはり検討すべき点も
ある。本章のタイトル「For Perfect Order」に示されたように、氏の王安石の政治構想に
対する理解は、もっぱら秩序（体制）作りに求められている。具体的に言えば、氏は、
政治体制を重視した王安石や司馬光と、道徳修養を重視した程頤を始めとする道学者と
いう異なる類型を区別して、彼らの政治思想を把握している32。その結果として氏の研
究には、
王安石の道徳倫理に対する主張が軽視されるというマイナス面が存在している。

（２）土田健次郎「王安石における学の構造」（初刊は、『宋代の知識人──思想・
制度・地域社会──』汲古書院、1993 年。土田『道学の形成』所収、創文社、2002
年、第 317-352 頁）
この論文は『道学の形成』に所収されており、道学の「対立者」と位置づけられた王
安石の思想を記述することで、王安石という外部の要因から道学の形成を探究すること
を意図しているのであろう。土田氏は、道学が『大学』の八条目が提示された性命の倫
理問題から治国・平天下の政治問題へと至る道に対して、王安石はむしろ逆方向を取っ
て、制度や文字を規定するうえで性命の問題を解決するような理念を提示する、と説明
した33。
その結果、王安石の学が政事と倫理の両面を持っていることが確認された。さらに、
それが道学と同じ問題関心を持ちながらも、解決方法の分岐でとうとう対立が避けられ
なくなるということが提示された。
本稿は土田氏の論点に対して多少異論があるが、それはのちに論文の中で詳しく述べ
たい。ここで付け加えたいのは、土田氏の資料選択の問題である。例えば、程頤の思想
を考察する際、氏は下記のように指摘した。
『易伝』は程頤の主著である。それは彼もまた彼の門人も認めていた。しかし
現在我々が彼の思想を考究する場合、むしろ弟子の記録した語録に頼ることが
多い。
（中略）やはり語録は彼自らが筆をとったものではないのであって、彼が

31
32
33

Bol, Peter K. This Culture of Ours: Intellectual Transitions in Tang and Sung China, p217.
Ibid., p253.
前掲、土田健次郎『道学の形成』
、352 頁。
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己の名に於いて責任をとった書としては『易伝』を第一におかねばならない34。
すなわち、ある人物の思想を考察する際に最も信用できる資料は、その人物が自ら執
筆したものであるという。これは、非常に慎重な態度であって、研究にも有益であると
思われる。ただし、程頤本人はかつて或る門人に対して、
『易伝』未だ伝えざるは、自ら量るに精力未だ衰えず、尚少しく進むこと有ら
んことを覬むのみ。然れども亦必ずしも直に身後を待つにあらず、耄を覚えば
．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．
則ち伝えん。書未だ出さずと雖も、学未だ嘗て伝えずんばあらず。第之を受く
る者無きを患うるのみ35。
と述べたことがある。程頤の話によれば、当時、
『易伝』の書はまだ出てはいないが、
自身の学問はすでに弟子に伝わっているという。したがって、程頤の思想を考察する際、
『易伝』に比べて、語録や文集などの資料がどれほど劣っているかどうかは、実に言い
難いことではないか。
この点については、王安石の研究も同様である。土田氏の研究は、主として、王安石
の主著である『周礼義』と『字説』を中心に展開している。しかし、王安石の場合、文
集以外の最も有名な著作は、
『三経新義』である。その『三経新義』の中で、王安石の単
著は『周礼義』のみであり、他の『書義』と『詩義』は息子や門人との共著である。け
れども、
『三経新義』が科挙のテキストになったことや、また王安石がその著者陣の一員
であるだけでなく、成書の後でも、彼が『三経新義』の改訂作業を何度も行ったことを
鑑みれば36、
『書義』と『詩義』も彼の思想を忠実に伝えたものであると判断しても差し
支えない。さらに王安石自身は、あらゆるものは「道」の一貫性を有するという認識の
持ち主であるため、かように重要な著作である『三経新義』はいうまでもなく彼の「道」
とつながるものであるに違いない。
これに関しては、本稿の第二章で詳しく検討する。要するに、土田氏の使用した資料
34

前掲、土田健次郎『道学の形成』
、233－234 頁。
「答張閎中書」『河南程氏文集』巻九、『二程集』〔宋〕程顥・程頤、中華書局、1981 年、
615 頁（易傳未傳、自量精力未衰、尚覬有少進爾、然亦不必直待身後、覺耄則傳矣、書雖未
出、學未嘗不傳也、第患無受之者爾）。なお、
『二程集』に関する訳文は、Web サイトの「黙
斎を語る『朱子学の基本書』」（2013 年 1 月 14 日－2013 年 4 月 4 日アクセス、
http://mokusai-web.com/index.html）を参照した。以下同。
36 熙寧八年（1075）九月、
「論改詩義札子」
、「答手詔言改経義事札子」
。十二月、
『詩義』を
改訂す（吾妻重二「『周官新義』関連年表」
『宋代思想の研究；儒教・道教・仏教をめぐる考
察』
、110－113 頁）
。
35
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をさらに拡充して今日の研究をより深めることは、大きな課題として残っていると思わ
れる。

（３）楊天保『金陵王学研究：王安石早期学術思想的歴史考察（1021-1067）』上海
人民出版社、2008 年
楊氏の研究は、王安石の学を動態的なものとして、つまり早期の「金陵王学」
、官学の
「荊公新学」
、晩期の「晩年王学」という三段階に分けて、一種の学史的作業を進めた。
ここで、楊氏は、王安石の学が時代および彼の立場とともに変化していると見做して、
『三経新義』に代表された「荊公新学」は、実は王学の官学化であり、全体としての王
学と区別しなければならないと主張した。そのなかで、治平年間（1064-1068）に王安石
が金陵で講学するのを境に、
「金陵王学」の内聖から「荊公新学」の外王への転向が見ら
れると指摘した37。
このような動態的な分析は、王安石の学は一体何であろうかというそれまでの問題を
超えて、王安石の学は歴史の中でどのように形成され、しかもどのように変化したのか
という問題を新しく提出した。我々が王安石の思想を理解するうえで、非常に有益な検
討が行われたのである。しかし、楊氏による学問の時期区分が、主に王安石が執政する
かどうかという政治行動を基準としている点は、やはり検討する余地があると思われる。
さらに、この研究は「金陵王学」と「荊公新学」との相異を強調するあまり、王安石の
学問の全体という点からみれば、断絶が発生し、一貫性を失う危険性もあるように思わ
れる。この両者のバランスをどのように取るのかという点についても考えるべきであろ
う。
総じていえば、近年来の王安石思想の研究は、哲学テーゼの考察や変法政策の解読と
いった過去の方法を突破して、多面的かつ生産的な検討が行われているにもかかわらず、
残された問題点も少なくない。さらに、かつて散逸した王安石の著作の一部を補う作業
も進んでいることによって38、重要な資料が徐々に完備しつつあり、王安石の思想をよ
り全面的に把握する可能性も見えてくるだろう。

37

前掲、楊天保『金陵王学研究――王安石早期学術思想的歴史考察（1021-1067）
』、319-332
頁。
38 例えば、民国時期の学者張宗祥が収録した『王安石「字説」輯』は、数年前に整理されて
2005 年 1 月に出版された。前掲の注 28 を参照。
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四、論文のオリジナリティ

（１）王安石の政治構想を「心性の学」39という視角で把握すること
従来の研究は、王安石のことを単なる制度論者、あるいは心性道徳を強調する制度論
者と見做している。いずれにせよ、王安石の最も重要な側面は制度論者であり、彼の学
も「外王」の学とされがちである。本稿は、
「儒者」の王安石と「政治家」の王安石の間
に、言い換えれば、
「理想」を帯びた政治思想・理念と、
「現実」に応えた政治行為・政
策との間に、ずれが存在していたことを論証しながら、その「齟齬」を無視しては、王
安石の思想を理解することは不可能であることを主張したい。
さらに、王安石の政治思想における本体論と政治構想についての検討を経て、彼の学
は、あくまでも宋学という新しい儒教運動の枠組みの中にあって、
「過渡性」の性格を有
しながらも、実際には、道学・朱子学と多くの類似性を持ち、しかも「道」という原理
に基づいて、
「内聖」（心性・倫理など）から「外王」（制度・政策など）へ指向する学問
であることを論じたい。

（２）
『三経新義』の一貫性で王安石の政治構想を見ること
上述のように、
『周礼義』は王安石の思想を考察する際に、多くの研究者から愛用され
ている。ここで問題となるのは、唐代以降、儒教といえばもともとは『九経』であるは
ずなのに、なぜ王安石が『易』
・
『礼記』
・
『儀礼』
・
『春秋』三伝に比べて、
『書』
・
『詩』
・
『周
礼』を特別に取り扱ったのかという点である。そこで、本稿は一仮説を立てて、
『三経新
義』の理念として、『書義』（君主）―『周礼義』（政治制度）―『詩義』（風習）という、
王安石が考えていた「人道」
・
「治道」・「風俗」の一貫する三位一体の政治構想を提示し
たい。
具体的に言えば、王安石の学派が『三経新義』を作ったのは、彼らの「一道徳」
（道徳
を統一する）と「礼一」
（制度を統一する）、
「同風俗」（風習を同じくする）という主張に

支えられていたからである40。儒教の経典の中に、天命を受けた古代の聖君の言行録と

39

銭穆氏によると、中国の伝統学術は、「心性の学」と「治平の学」という二つの種類で分
けられている（銭穆『中国歴史研究法』生活・読書・新知三聯書店、2001 年、83 頁）
。
40 「一」は王安石の思想および政治主張における重要なテーゼである。なお「一道徳」
、
「同
風俗」ついては、例えば『乞改科条制札子』
（『臨川先生文集』巻四十二）、
『答王深父書二』
（『臨川先生文集』巻七十二）、
『與丁元珍書』（
『臨川先生文集』巻七十五）などの文章から

12

される『書』と、周公が作られた理想的な制度を記載する『周礼』
、そして古代の民間風
習を表現する『詩』が、ちょうど君主・政治制度・人倫道徳の対応項目として、王安石
の理念と合致している。

（３）儒者の政治関心が中央から地方に転向する現象を、朱子学の「理一分殊」論に基
づいて原理から解明すること
本稿は、王安石と道学者の異同を確認しながらも、北宋（960－1127）という特別な歴
史段階において――つまり、唐末五代の乱を収めたが、制度の方向性が定まるまで様々
な「試行錯誤」を重ね、時間や努力を費やすのが見えてくる時代――41、王安石より一
世代下、二程子らの道学者が新学の政治理念およびその実践から学んだり、修正したり
して、道学者が原理と具体的な政治の場において、王安石の克服できなかったジレンマ
を超え、新たな政治の方向を定めた発展者と見做している。
ところが、地方・民間における政治的かつ社会的運動について、溝口氏らは士紳層が
民間道徳にあたる「礼教」の普及に注目し42、そしてハートウェル氏は在地有力層が全
国の政治より自己の財産（wealth）や権力（power）、名望（prestige）などを重視すると
いう功利主義の視角で説明した43。それに対して、本稿は、士大夫層の持つ政治関心の
転向を「道」という原理から把握することを試み、朱子学「理一分殊」論の果たした役
割を論じたい。

五、研究の意義

本研究の意義は、おおよそ学問と現実という二つの面にあると思われる。学問の面で
は、王安石への認識を、従来の宋明理学に導かれた言説や近代西洋中心、特にマルクス

見られる。また、
「礼一」については、『周礼義・春官宗伯三・大宗伯』（程元敏『三経新義
輯考彙評』下巻、290－291 頁）などに参照。
41 戸川芳郎ほか『儒教史』
（世界宗教史叢書 10）山川出版社、1987 年、241 頁。また、劉子
健氏（James T. C. Liu）は、政治体制の方向の変化、即ち君主独裁制の確立が、主に北宋末
期から南宋への間に形成したと主張した（James T. C. Liu, China Turning Inward -Intellectual-Political Changes in the early Twelfth Century, Harvard University Press, 1973. 漢訳：劉
子健「中国転向内在――両宋之際的文化内向」（趙冬梅訳）江蘇人民出版社、2001 年、４・
72・94－95 頁）
。
42 前掲、溝口雄三ほか『中国思想史』
、165－170 頁。
43 Hymes, loc. cit.
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主義歴史学の視角から脱出させて、できる限り儒教政治の展開という文脈で再把握する
試みである。さらに儒教の発展と関連して、中国政治史および政治思想史の歩みを内面
から理解することに寄与しようという考えである。
また、現実の面では、すでに多くの学者から指摘された通り、近代以来の中国を理解
するためには、儒教の影響を無視してはならない。およそ、この時期の歴史に影響を与
えた主な事件・主張・思想は、――例えば、清末に王朝体制を支えた地方武装集団、北
洋時代の軍閥割拠、康有為の「大同思想」
、孫文の「三民主義」、
「五四」運動、劉少奇の
『共産党員の修養を論ず』
、文化大革命など――44、多くの場合、儒教的発想とつながっ
ている。さらに今日に至って、例えば、江沢民時代の「三講教育」
（
「学習」
「政治」
「正
しい気風」の三つを重んじる教育）や「以徳治国」
（徳を以って国を治める）、胡錦濤時代

の「社会主義栄辱観」など45、いずれも道徳を政治に関連させる主張の底流には、相変
わらず儒教的な思惟が潜んでいるのであろう。特に、中国当局が法治国家を目指す「依
法治国」
（法に依って国を治める）のテーゼと結合して「以徳治国」を唱えたのは、中国
の政治文化のアイデンティティーを意図的に示す可能性もあるが、その一方で、現代中
国政治にも、やはり合理主義に基づいた近代国家制度・法律の方向と、人間性の善を信
じる儒教的道徳倫理との緊張関係が存在していることを意味しているのではないか。こ
のような点から、中国の政治や外交、官僚制、法整備など様々な面をより深く把握する
ために、儒教の歴史的文脈を正確に理解する必要があるのである。

44

前掲、溝口雄三ほか『中国思想史』第四章「激動の清末民国初期」、201－241 頁。また、
李沢厚「啓蒙與救亡的双重変奏」、
「試談馬克思主義在中国」『中国現代思想史論』東方出版
社、1987 年、7－49・143－208 頁。
45 「講学習、講政治、講正気」
（1995 年 11 月 25 日）、
「把依法治国與以徳治国結合起来」
（2001
年 2 月 1 日）、
「樹立社会主義栄辱観：重大而緊迫的戦略任務」
（2006 年 3 月 18 日）『人民日
報』
。
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第一章 思想と現実の齟齬

上述のように従来の研究では、王安石の変法政策すなわち政治行為を通じて本人の政
治思想を把握するのは、基本的なルートである。しかし、人間の政治行為が必ずしもそ
の人の政治思想とは一致するわけではない。なぜかというと、人間の政治行為は実践の
場におけるリアリティーに対応しなければならないのに対して、
「思想」というのは理想
に溢れて論理的な完璧さを追求するものである。したがって、本章は王安石の政治思想
を再検討する前に、彼の政策と本来の理想との間に齟齬が存在することを確認したい。

第一節 儒者と政治家の間

（一）「得君」について

近代以降の研究者だけではなく、王安石の同時代人も含めその多くは、王安石が神宗
の全面的な信任を得て、自らの意思決定で国政を行ったと考えている。例えば、当時宰
相を務めて王安石の同僚にあたる曽公亮は、
「陛下と介甫（王安石）はまるで一人のよう
で、これは天の意思であろう」1と言ったことがある。また、南宋の王称は『東都事略』
という著作で、
「安石が神宗に遇ったのは、千年に一回のことだ」2、と王安石が皇帝の
全面的な信任を得たことを高く評価している。朱子も神宗時代の人事ついて、王安石が
「千載一時」のチャンスを得たと述べた3。
今日に至っては、例えば、余英時氏も程頤の言葉を引用して、王安石の得君を証明し
ている。
二程は二人とも「安石の学が正しくない」と指摘したが、（安石が神宗と）
「出
会った」ことを十分に肯定している。『伊川先生語四』では、
「問う、荊公（王

1

巻三百十二「曽公亮伝」、
『宋史』
〔元〕脱脱ほか、中華書局、1977 年、10234 頁（上與介甫
如一人、此乃天也）。
2 巻七十九「王安石伝」
、
『東都事略』
〔宋〕王称、斉魯書社、2000 年、669 頁（安石之遇神宗、
千載一時也）。
3 巻一百三十「本朝四・自熙寧至靖康用人」
、
『朱子語類』
〔宋〕黎靖徳編、中華書局、1986
年、3095 頁（論荊公遇神宗、可謂千載一時）
。
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安石）は君を得と謂う可しや、と。
（程頤）曰く、後世之を君を得と謂うも可な

り。然れども荊公が智識も、亦自ら能く知り得。
」と記載している4。
しかし、この問題はそれほど簡単なものとは言えない。少なくとも、余氏が引用した
程頤の言葉が、誤解されていたからである。もともとの程頤の話は、下記のようなもの
であった。
問う、荊公は君を得と謂う可しや、と。曰く、後世之を君を得と謂うも可なり。
然れども荊公が智識も、亦自ら能く知り得。表に忠は以て上に信ぜらるるに足
らず、故に事必ず自ら明らかにするを待つ、智は以て姦を破るに足らず、故に
人之と敵を為すと云うが如き、
智は姦を破らずというは、
此れ則ち未だ然らず。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
若し君臣深く相知らば、何ぞ事々之をして弁明せしむることを待たん。此の一
事を挙げて便ち見る可し5。
つまり、ある弟子から王安石が「君を得た」であろうと聞かれた際、程頤は世の人が
皆そのように言ってはいたが、実はそうではないと答えたのである。けれども、余氏は
この話の前半だけを取って引用し、程頤が王安石の「得君」を認めて、宋代の儒者全員
にとって「得君」が望ましいという彼の論点を支持してしまった。そこで、我々は王安
石が変法を実施する時期に神宗の信任を全面的に得たという認識、
かつ余氏が唱えた「宋
儒同類型」説に対して、改めて検討を加えなければならない。
もちろん、王安石が神宗から完全に信用されていたとは言えないことを提示した学者
もいる。例えば、中国の鄧広銘氏は「宋朝の家法と北宋の政治改革運動」という論文で、
「王安石は新法を制定して実施する時、北宋の家法に違反しないようにしてはじめて神
宗の支持を得られる」6と指摘し、通説の「得君」が表面の現象にすぎないと明言してい
る。鄧氏のいわゆる「家法」については後で説明するが、とにかく王安石の政治理念と
新法は必ずしも一致しないことが考えられるだろう。

4

前掲、余英時『宋明理学與政治文化』、138 頁。
「伊川先生語四」
『河南程氏遺書』巻十八、『二程集』、198 頁（問、荊公可謂得君乎、曰、
後世謂之得君可也、然荊公之智識、亦自能知得、如表云忠不足以信上、故事必待於自明、智
不足以破姦、故人與之為敵、智不破姦、此則未然、若君臣深相知、何待事事使之辨明也、舉
此一事便可見）
。
6 鄧広銘「宋朝的家法和北宋的政治改革運動」
『鄧広銘学術論著自選集』、首都師範大学出版
社、1994 年、158 頁。
5
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実は、清代の学者楊希閔は『熙豊知遇録』という著作において、すでにこのような破
綻を指摘した。しかし残念なことに、前近代の王安石批判者であれ、近代以降の王安石
称賛者であれ、そのほとんどが王安石の変法政策ばかりにこだわっており、楊氏の議論
はあまり重視されなかった。ここで、楊氏の議論をもう一度確認したい。
荊公は初めて君に会った時、
「風俗を変えて、法度を立てて」と言ったことはあ
．．．．．．
るが、まずは講学を優先し学術を明らかにして、
（中略）早めに変革を図るべき
ではないと主張した。しかし神宗はこれに同意せず、新法を早く施行したがっ
．．．．．
て、荊公の初意に逆らった7。
この「荊公の初意」とは、いうまでもなく王安石の本来の考えを指し、すなわち彼の
もともと抱いていた理想的な政治主張であろう。そして「講学」とは、むろん彼の新学
を講ずることである。つまり、王安石は初めて神宗に会った時、変法よりもまず講学に
よって自分の学説を神宗に伝え、そしてこの学問の指導に従って改革を展開すべきだと
勧めたのである。それに対して、神宗は非常に性急で、王安石の学問よりも、急いで新
しい改革に取り組もうと促した。ここから、二人が最初から一致していなかったことも
わかるし、しかもその後の新法改革が必ずしも王安石の理念に合致していかないことも
窺えるだろう。
『熙豊知遇録』で書かれたこの議論は、いうまでもなく、確実な歴史の記録から導か
れた結論である。例えば、
『続資治通鑑長編拾補』巻三上の「神宗熙寧元年四月乙巳」条
には、
明日、神宗は「昨日、卿（あなた）が上奏した書を数回読んで、極めて精密に
計画したことがわかる。
（中略）
卿はすでに細部に至るまで計算したに違いない。
朕に実施の仕方を詳しく教えてみよ」と安石に謂った。安石は「早い段階で細
部に至るまで申し上げてしまえばそれはおそらく尽くされることがないでしょ
．．．．．
うから、まずは陛下に講学を優先するように願います。もし講学を明らかにす
れば、実施の方法は言わずとも自明になるでしょう。」と答えた。神宗は「そう

7

『熙豊知遇録』〔清〕楊希閔（
「王文公年譜考略節要附存」巻二）、
『王安石年譜三種』〔宋〕
詹大和ほか、中華書局、1994 年、696 頁（荊公初見君、雖言變風俗、立法度、然必先講學、
謂學術明、施行於政、乃無所沮格、不可遽圖、而神宗不然之、亟欲行新法、違荊公初意）
。
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は雖も、やはり教えてみよ」と要請した。そこで、安石は神宗のために実施の
方法を簡単に説明した8。
と記録されている。また、翌年の二月にも似たような対話が行われた。
『続資治通鑑長
編拾補』巻四の「神宗熙寧二年二月庚子」の条に、神宗から新法実施の方法を辞さない
よう要請されたことに対して王安石は、
陛下がもし本気で臣を用いようとお思いであれば、急いではなりません。まず
講学に励まれ、臣の学んだ一部始終に疑念を持たれぬようになったうえで、臣
をお使いください。そうしてこそ成功が期待できるというものです9。
と答えた。つまり、王安石には、変法改革を行う前に講学を経て、自らの理念を神宗
に十分に伝えるという狙いがある。その王安石が度々強調した「講学」と、神宗が性急
に促した「実施」との齟齬から、思想と現実が合致しないこと、言い換えれば、王安石
の理想と新法政策の間にずれが存在することが考えられるだろう。
ここまでは、いわゆる王安石の「得君」、すなわち彼が神宗の全面的な支持を受けて、
自分自身の意思決定で変法を実施したことについて疑問を提起した。もちろん講学の例
は、その実情の僅かな一部分に過ぎない。また、上述した程頤の話を合わせて吟味する
と、王安石の「得君」はそういった簡単なものではないことがわかる。もし「得君」と
いう条件が成立しなければ、いうまでもなく、王安石の変法が彼の政治思想を完全に反
映することも不可能になり、彼の政治行為と政治思想の間に、ある程度の齟齬が存在し
たことを認識しなければならない。

（二）「義利の弁」について

義利の弁とは、要するに道義と功利の峻別である。近代の王安石称賛者がほぼ「義
利の弁」に関心を持たずに、新法の経済政策を高く評価していることは、すでに先行研
8

巻三上「神宗熙寧元年四月乙巳」
、『続資治通鑑長編拾補』〔清〕黄以周、中華書局、2004
年、95 頁（明日、上謂安石曰、昨閲卿所奏書至數遍、可謂精畫計治、道無以出此、所由眾失、
卿必已經一一經畫、試為朕詳見設施之方、對曰、遽數之不可盡、愿陛下以講學為事、講學既
明、則設施之方不言自喩、上曰、雖然試為朕言之、於是為上略陳施設之方）
。
9 巻四「神宗熙寧二年二月庚子」
、
『続資治通鑑長編拾補』
、153 頁（陛下誠欲用臣、恐不宜遽
謂、宜先講學、使於臣所學本末不疑然後用、庶幾能粗有所成）
。なお、この訳文は、三浦國
雄『王安石：濁流に立つ』（集英社、1985 年、139 頁）を参照した。
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究に述べた。それに対して、前近代の王安石批判者たちは基本的に儒教の「義利の弁」
に基づいて新法に反対したのである。例えば、
知諫院の范純仁は王安石の新法について、
安石は富国強兵の術でもって君上の心を開き、卑近な功績を求めて旧来の学問
を忘れ、法令を貴んでは商鞅を称え、財利を口にしては孟軻に背いた10。
と批判した。范純仁の挙げた「富国強兵」や「卑近な功績」、「財利」などは、孔孟の
教えである「義」に背いて、その対立面にあたる「利」のことである。南宋以降も、類
似の議論は絶えず、近代に至った。それらの議論に関しては、中国の李華瑞氏が『王安
石変法研究史』
（人民出版社、2004 年）という著作で整理作業を行ったので、本稿では割
愛する。むしろここで注意すべきことは、范純仁の「安石は（中略）旧来の学問を忘れ」
たとの指摘である。上述したように、神宗が王安石の「初意」に逆らったとの記載を合
わせて考えると、いわゆる「旧来の学問」は、まさに王安石の「初意」
、つまり彼が度々
神宗に勧めた「講学」の学問を指しているのではないだろうか。そこからは、歴史に登
場した変法が、王安石の本来の考えとは完全に一致するものではないことも読み取れる
だろう。
それでは、王安石が「義利の弁」に対してどのような態度を取っていたのか。この問
いに答えるには、やはり彼の義利観を改めて検討する必要がある。まず、人間の行為と
義の関係について、王安石は次のように言った。
君子の行為には二つの面がある。その未発は慎であり、その発は義である。慎
は、即ち義を待って決めて、義は即ち宜しきを待って動き、蓋し軽率な行為は
しない。
（中略）孔子の行為は、ただ義を基準としていた。（中略）蓋し君子の
行為は、義に疑いが無い場合にのみ初めて動く。もし義に疑惑があれば動いて
はいけない11。

10

巻三十七「王安石変法」
、
『宋史紀事本末』〔明〕陳邦瞻、中華書局、1977 年、330 頁（安
石以富國強兵之術啓迪上心、欲求近功、忘其舊學、尚法令則稱商鞅、言財利則背孟軻）。な
お、
『宋史紀事本末』に関する訳文は、Web サイトの「公孫樹の資料庫『宋代史』」
（2013 年 1
月 14 日－2013 年 4 月 4 日アクセス）
（http://awatasan.web.fc2.com/index.html）を参照し
た。以下同。
11 巻二十八「勇恵」
、
『王文公文集』
〔宋〕王安石、上海人民出版社、1974 年、328－329 頁（故
所謂君子之行有二焉、其未發也、慎而已矣、其既發也、義而已矣、慎則待義而后決、義則待
宜而后動、蓋不苟而已也、……夫孔子之行、惟義之是、……蓋君子之動、必於義無所疑而后
發、苟有疑焉、斯無動也）
。
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要するに、人間の正しい行為は、必ず孔子を学んで義を基準にするべきだという。ま
た、彼は「義に近づくのであれば動く。その場合、たとえ多くの人々から嫌われようと
も畏れない。義から遠ざかれば止める。その場合、たとえ多くの人々から誘われても従
わない」12と言って、何よりも人間の正しい行為は、ただ義に従うべきだと強調した。
ただし、個人の道徳や行為だけを説明していても不十分なので、国家や政策の面にお
いても見てみよう。嘉祐四年（1059）
、茶の専売制度を検討する「議茶法」では、王安石
が、
昔、桑弘羊は専売制度の議論を興し、当時の財源不足の問題は専売によってし
か解決できず、これこそ万世不易の法と言った。然し、霍光のような不学無術
の人に至り、この論が打破され、専売制度も停止された。まさに、義は利に勝
るものなのだ13。
と述べて、個人と同じように、国家や政府の行為にも義を求めていた。この例の場合
では、茶の専売は、国家が民衆の富を収奪することと見做され、これが利を追及する行
為であって、義の基準に反すると指摘された。また慶暦八年（1048）の「上運使孫司諫
書」という手紙では、王安石が上司の孫甫に対して、海塩の専売を緩めることを願って、
天下の官僚の多くは、先王の道によらず利だけを追求しています。
（中略）閣下
は常に天子の側に居て古今の存亡治乱の所以を論じて、これから世のために働
き二帝三代の栄耀を回復することを欲する方ですから、このようなことはご説
明するまでもなく十分認識されているでしょう14。
と言って、依然として、政府が利益だけを追求して、民衆の利益を奪うべきではない
と主張した。さらに、この文章では、義にあたる「先王の道」という言い方が出てきた。
つまり、王安石にとっては、これが単なる義と利のどちらかの選択ではなく、義が「道」
である以上、究極の目的でもなければならない。
12

集外輯編巻一「名実論」上（『聖宋文選』巻十）、
『王荊公文集箋注』
〔宋〕王安石（李之亮
注）
、巴蜀書社、2005 年、2173 頁（近義則行、何衆悪之足畏也、遠義則止、何衆好之能順也）
。
13 巻七十「議茶法」
、『臨川先生文集』
〔宋〕王安石、中華書局、1959 年、743 頁（昔桑弘羊
興榷酤之議、當時以為財用待此而給、萬世不可易者、然至霍光不學無術之人、遂能屈其論而
罷其法、蓋義之勝利久矣）
。
14 巻七十六「上運使孫司諫書」
、
『臨川先生文集』
、808 頁（天下之吏、不由先王之道而主於
利、……伏惟閣下、常立天子之側、而論古今所以存亡治亂、將大有為於世、而復之乎二帝三
代之隆、顧欲為而不得者也、如此等事情、豈待講説而明）
。
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ようするに、王安石は「義利の弁」において、ほぼ当時の儒者たちが共有する考え方
を有している。それは、道義がただ個人の倫理に止まらず、家庭や国家にまでも広がっ
て、さらに当時の世界認識の最大限である「天下」の範囲で求められている。例えば、
熙寧二年（1069）
、王安石が初めて宰相に就任した際に、
「乞制置三司条例」という改革
担当機構を設置する案を上奏し、
蓋し天下の人を集めるためには、財政が無ければならない。天下の財政を治め
るためには、義が無ければならない。およそ義を以て天下の財政を治めるとい
えば、貨物の輸送に労逸を均等し、財政の支出に多寡を計算し、商品流通の有
無を規制し、物価の決定に術が無ければならない15。
と強調して、天下の財政問題に関しても同じく道義に基づいて、経済利益を得ること
よりも公平や均等などの「扶弱抑強」原則を重視している。ただし、王安石が財と利益
を無視しているわけではない。実は、彼は利益の重要性を十分認識している。早年、彼
は「上仁宗皇帝言事書」という有名な長文で、
夫れ中人の上に出る者は、
窮すと雖も君子為るを失わず。
中人の下に出る者は、
泰なりと雖も小人為るを失わず。唯だ中人は然らず。窮すれば則ち小人と為り、
泰なれば則ち君子と為る。計たるに天下の士は、中人の上下に出る者千・百に
して十・一無し。窮しては小人と為り、泰にしては君子と為る者は、天下皆な
是れなり。先王は以為らく、衆は力を以て勝つべからざるなり、と。故に行い
を制するに、己を以てせずして、中人を以て制と為す。其の欲に因って、之を
利もて道びく所以なり16。
と言って、多く人々は君子でもなくて小人でもなく、結局、平凡な人間であり、彼ら
がもし豊かになれば道徳も向上し、もし生活に困窮すれば道徳水準も低下するのだから、

15

巻七十「乞制置三司条例」
、『臨川先生文集』
、745 頁（蓋聚天下之人、不可以無財、理天
下之財、不可以無義、夫以義理天下之財、則轉輸之勞逸不可以不均、用度之多寡不可以不通、
貨賄之有無不可以不制、而輕重聚斂之權不可以無術）
。
16 巻三十九「上仁宗皇帝言事書」
、
『臨川先生文集』
、416 頁（夫出中人之上者、雖窮而不失
為君子、出中人以下者、雖泰而不失為小人、唯中人不然、窮則為小人、泰則為君子、計天下
之士、出中人之上下者、千百而無十一、窮而為小人、泰而為君子者、則天下皆是也、先王以
為衆不可以力勝也、故制行不以己、而以中人為制、所以因其欲而利道之）。なお、王安石の
「上仁宗皇帝言事書」に関する訳文は、宮崎市定訳「上皇帝万言書」
『中国政治論集』（中央
公論新社、2009 年、370－447 頁）を参照した。以下同。
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国家を治めて道義を天下に実現するためには、利益は欠かすことのできないものである
と考えていた。ここで、王安石の思想における利と義の関係がより明確に提示されたと
いえる。言い換えれば、義は行動の基準であり、かつ「道」とつながる究極の目的でも
ある。それに対して、利は義を実現するために欠かせない手段であり、しかもその動き
は、義を基準にしていなければならない。
したがって、王安石にとっては、財政問題もそれなりに重要性を持っている。後世で
しばしば引用されている彼の有名な言葉、「一部の『周礼』は、理財がその半分を占め
ている」17というのは、そういった背景においてはじめて理解できるだろう。

（三）「内聖」と「外王」にいて

先行研究整理の部分でも言及したが、従来の研究は、王安石の学を政治制度や経済政
策などを重視した「外王」の学と見る傾向がある。もちろん、近年、そのような論点を
是正する研究も増えてきた。政治行為に比べて、学問はより純粋に本人の思想を表すも
のであるため、政治思想を解明するうえで非常に重要である。そして、王安石の学の性
格が内聖か外王かという問題は、彼が執政した後、本来の理念が変わったのかどうかと
いう問題にもかかわって、やはり彼の本来の理想と政策の齟齬に関する問題であるとい
えるため、ここでより明らかに説明したい。
上述した楊天保氏の三段階論は、治平年間（1064-1068）に王安石が金陵で講学するの
を境に、
「金陵王学」の内聖から「荊公新学」の外王への転向が発生したと指摘して、王
安石の学を時間軸に置き、内聖と外王との調和を試みた。ここで、楊氏は、
『三経新義』
が「実用性に偏重し、その外王を強調する学術の本性は、王安石の早年の学へと遠ざけ
てしまった」18と言って、
『三経新義』に代表された学説を王安石が執政した後の学問に
限定して、その前の「内聖の学」と区別している。
しかし、現存の史料に記載されていている当時の人々の反応から見れば、楊氏の主張
が必ずしも正確とは言えない。例えば元祐二年（1087）二月、侍御史の劉挈は、新学が
体制教育として規定された影響について、

17
18

巻七十三「答曽公立書」
、
『臨川先生文集』
、773 頁（一部『周禮』、理財居其半）
。
前掲、楊天保『金陵王学研究――王安石早期学術思想的歴史考察（1021-1067）』
、319 頁。
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今日の学生たちが経典を治めるのは、ただ科挙に応じるためであって、古の状
．．．．．．．
況とは異なっている。また、彼らは陰陽性命の学説、濫りででたらめな言葉を
持ち、
（中略）互いに争ってひけらかす19。
と指摘した。つまり、
『三経新義』を科挙の基準とした時代に、王安石の学を学んだ人々
が皆な「陰陽性命の説」を口にしていることが語られた。また、政和元年（1111）
、陳瓘
が王安石の学について、
．．．．
私は、先王の所謂「道徳」というものが、性命の理にほかならないと聞いた。
これは、王安石の精義である。
（彼の学問に関しては）『三経』もあり、
『字説』
もあり、
『日録』もある。これらの著作は、皆な性命の理である20。
と言った。特にこの話では、
『三経新義』や『字説』なども挙げられて、それらの著作
が「性命の理」の学として取り扱われた。それは、楊氏の唱えた『三経新義』が外王の
学であるとの説とは正反対になっている。
さらに、陳瓘が「学者は、自分のためだけに学ぶわけにはいかず、また人のためにも
及んでいくべきだ。王介甫（王安石）が経典を解釈したことによって、学者は皆な空疎
な議論をして、民衆を捨てて物とのつながりを断絶した」21と言って、王安石の学を「為
己」つまり個人の道徳や修養のための学問に限定している。
もう一つの例を見てみよう。宣和三年（1121）の進士、――この時期はまさに『三経
新義』
が科挙の基準として流行した時代であり――胡寅は、後に王安石の学を批判して、
王安石の学は、仏教や老子に真似て、周公と孔子の道の内実を乱し、歴史の学
．．
を断絶し、虚無のことを唱えて、天下の風習を同じものにさせようとする。そ

19

巻三百六十八「哲宗元祐元年閏二月庚寅」、
『続資治通鑑長編』
〔宋〕李燾、中華書局、1995
年、8858 頁（今之治經、以應科舉、則與古異矣、以陰陽性命為之説、以氾濫荒誕為之辭、專
誦熙寧新經字説、而佐以莊列佛氏之書、不可詰之論、爭相夸尚）
。
20 「序文」
『宋忠粛陳了斎四明尊堯集』
〔宋〕陳瓘、
『続修四庫全書』
（史部・史評類）第 448
冊、続修四庫全書編纂委員会編、上海古籍出版社、2002 年、359 頁（臣聞先王所謂道德者、
性命之理而已矣、此王安石之精義也、有三經焉、有字説焉、有日錄焉、皆性命之理也）。
21 『童蒙訓』巻下〔宋〕呂本中、
『四庫全書』影印文淵閣本（子部・儒家類）第 698 冊、上
海古籍出版社、1987 年、541 頁（陳瑩中説、學者非獨為己、也將以為人也、自王介甫解經、
止尚高論、故使學者棄民絶物）
。
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．．
ういう風習が流行して広がり、今日に至って五十年になり、世の人はみな空言
ばかりで実用には適さない22。
と言った。これは、王安石の『三経新義』が実用どころか、
「空言」しかないとも見ら
れていたことの表れである。これらの当時の証言は、もちろん王安石の学を貶めるもの
もあったために、その評判が必ずしも正しいとは思われないが23、少なくとも「陰陽性
命の学説」や「性命の理」
、
「仏教や老子に真似て」
、
「空言」などといった現象には注意
すべきではないか。
それでは、
『三経新義』の文章から、王安石の性命道徳に関する説を少し見て、この問
題点をより明らかに検証したい。例えば、『書義』の「召誥」篇で、
性は吾が身に在り、事は物に在り、また運命は時にある。君子は、其の吾が身
にある性を修めて、天に運命を責めるべきではない24。
と王安石が言って、君子にとって重要なのは、内面の性を修めることであって、外部
のものや運命を責めるべきではないという。彼は「呂刑」篇においても、
恐ろしい禍があっても、畏れるべきではない。また、楽しい福があっても、楽
しむべきではない。なぜかというと、禍福の変化が定まらず、さらに人の心も
読み難く、我々はただ自分の徳を修めて運命に直面するべきだからである25。
と言って、君子は外部にある禍福を気にしないで、自分の道徳を修めるべきだと主張
した。また、
『周礼義』の「天官冢宰」篇で、経典の原文に出てくる「王斉日三挙」につ
いて王安石が、

22「上皇帝万言書」
『斐然集』巻十六、
『崇正弁・斐然集』
〔宋〕胡寅、中華書局、1993

年、
347 頁（王安石以佛老之似、亂周孔之實、絶滅史學、倡説虚無、以同天下之習、其習既同、
于今五十年、士以空言相高、而不適於實用）
。
23 なお、前掲、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻の「三経新義援異端入注」
（673-682、710
頁）、
「関於三経新義『邪説害正』」
（682－687、710-711 頁）
、「王安石解経語言虚浮」
（692－
693、711 頁）などの文章において、王安石が仏教や道教の説を持って三経新義を注釈したこ
とに関して、歴代の学者の評論が集められている。
24 『書義』
「周書・召誥第十四」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、176 頁（性在我、事在
物、數在時、君子修其在我者、不責命於天也）。
25 『書義』
「周書・呂刑第二十九」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、226 頁（雖有可畏之
禍、勿以為畏、雖有可美之福、勿以為美、所以然者、以禍福之變無常、而人心不可知、惟當
修德以逆天命耳）
。

24

およそ人間は、悲しみや楽しみ、欲望、嫌気などの感情によって心を分散させ
ず、また志を迷わして乱させるものを取り除けば、その気と体を養うことがで
きる26。
と言って、人間は性を修めることを通じて、その気と体を養うことを語った。王安石
の哲学における「性」や「気」などの概念が、朱子学者のそれと比べてやや異なっては
いるが、ここで強調したいのだが、王安石は『三経新義』を作っても、依然として性命
の説を重要視している。つまり、王安石の学には、時代を問わず「内聖」を強調する面
が備わっていたことで、それなりに連続性と一貫性が存在しているのである。さらにい
えば、
「内聖の学」
は王安石の新学における明確な一特徴であろう。
この点から考えると、
王安石が国政を担った後で、旧来の思想や理念を捨てて、新たな政治思想へと転向した
という見方は、成立しづらいように考えられる。
そうすると、王安石の本来の思想と新法の政策が完全に一致しなかったことについて
は、彼自らの思想や理念が変わったというよりも、もともと両者の間にある程度の齟齬
が存在していたと考えたほうは説得力があるであろう。

26

『周礼義』巻三「天官冢宰一・膳夫」、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、88 頁（蓋不以
哀樂欲惡貳其心、又去物之可以昏憒其志意者、而致養其氣體焉）
。
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第二節 二程子の反省

二程子はいうまでもなく、王安石の新法の反対者である。ここでは、王安石の思想と
変法の齟齬に関して、二程子の議論を検討したい。
上述したように、王安石の執政が神宗からの支持をそれほど得なかったことは、程頤
がすでに指摘してした。そのほかに、例えば王安石新政に触れて、程頤は自らの過ちを
認めて、
新政の改も、亦是れ吾が党之を争うこと太だ過ぎたる有り、今日の事を成就す
ると、天下を塗炭すると、亦須く両つながら其の罪を分かちて可なるべきなり。
（中略）今日の患いを以て之を観るに、猶是れ自家善く従容ならず。青苗の如
きに至っては、且つ放過すとも、又且つ何の妨げあらん。
（中略）大抵仁祖の朝
自り諫臣を優容し、言職に当たる者、必ず詆訐して去るを以て賢と為し、習い
て以て風と成す。
（中略）昨来の諸君、蓋し未だ此を免れず。苟も是の如きを為
さば、則ち是れ己が為、尚私意在ること有り27。
と反省したこともある。ここで、
「吾が党」はすなわち「諫臣」
、
「言職に当たる者」を
指しているが、これは王安石の新法の際に、程顥などの新法反対者が諫臣を務めていた
ことによるものである。要するに、当時の諫臣は人を問い詰めて責めるのを好み、たと
え豪強の土地兼併を抑える「青苗法」のような誤りの少ない政策に対しても激しく非難
し、とうとう党争を起こすまでに至ってしまった、と程頤は自分の側にも「私意」があ
ることを承認した。
先にも述べたが、王安石は義を「道」につなげて、天下の範囲にまで拡充させた。し
たがって、この義は国家や天下の倫理ともなり、
「公」的なものともいえる。なお、溝口
雄三氏の研究によると、中国の伝統社会における「公」と「私」は倫理性・原理性を帯
びていることがわかる28。少なくとも、程頤の話には「私意在る」という言葉が出てお

27

「二先生語二上」
『河南程氏遺書』巻二上、
『二程集』
、28－29 頁（新政之改、亦是吾黨爭
之有太過、成就今日之事、塗炭天下、亦須兩分其罪可也、……以今日之患觀之、猶是自家不
善從容、至如青苗、且放過、又且何妨、……大抵自仁祖朝優容諫臣、當言職者、必以詆訐而
去為賢、習以成風、……昨來諸君、蓋未免此、苟如是為、則是為己、尚有私意在）。
28 溝口雄三氏『中国の公と私』研文出版、1995 年。

26

り、この意味を深く推考していれば、むしろ「青苗法」については、王安石の行動が義
にかなったものであったことも認めていただろう。
程頤の反応と対し、
「青苗法」
（「常平新法」ともいえる）に関して王安石は、
蓋し聖人が法を立てる際には、極めて信用を天下に示して、道をもって（利益
．
を）取るのであって、己の私のためではない29。
と堂々と発言したことがある。この発言には、
「道」に基づく行為が「天下」のためで
あって、
「私」と対立して現れた。ここで、いわゆる「道」・「義」
・「公」と「利」
・「私」
との対立構図が明確に見えてくる。
もちろん、程頤の話は偶然的なものではない。従来の観点の一つは、王安石の国家統
制主義と、道学者（二程子・朱子）の富民層扶助主義という対立で、両者の関係を捉え
ている30。しかし、それは正しいものとは思われない。特に「富民層」に対する態度に
ついては、例えば、程顥は「論十事札子」という文章において、
天が蒸民を生じ、
（中略）必ず其の恒の産を制して、之をして生を厚くせしむる
には、則ち経界正しくせずんばある可からず、井地均しくせずんばある可から
ず。此れ治を為すの大本なり。
（中略）今は則ち蕩然として法無くして、富める
者州県に跨れども之を止むること莫く、貧しき者流離餓殍すれども之を恤れむ
こと莫し。
（中略）此れ乃ち治乱の機なり。豈漸く其の之を制するの道を図らざ
る可けんや31。
と上奏して、
「州県に跨れども之を止むること莫く」の富民層を抑えなければ、それは
国家の安定性や秩序を乱すきっかけになるかもしれないと指摘した。ようするに、扶弱
抑強というのは、一方では、現実に対応すべき政策でもあり、それと同時にその時代の
儒者たちが共有する「道」の原則でもあると考えるのが適当ではないか。また、程頤が
『易伝』の「泰卦」への解釈で、
29

集外輯編巻二「畫一申明常平新法奏」
（
『宋会要輯稿補編』）、
『王荊公文集箋注』
、2194 頁。
（蓋聖人立法、推至信於天下、取之以道、非為己私）
。
30 前掲、戸川芳郎ほか『儒教史』
、241－249 頁。溝口雄三ほか『中国思想史』
、132 頁。また、
小島毅『朱子学と陽明学』、放送大学教育振興会、2004 年、131－134 頁。斯波義信ほか編『中
国の歴史と社会』
、放送大学教育振興会、1998 年、75－76 頁。
31 「論十事札子」
『河南程氏文集』巻一、『二程集』、453 頁（天生蒸民、……必制其恆産、
使之厚生、則經界不可不正、井地不可不均、此為治之大本也、……今則蕩然無法、富者跨州
縣而莫之止、貧者流離餓殍而莫之恤、……此乃治亂之機也、豈可不漸圖其制之之道哉）。
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古より（執政者が）法を立てて政事を行う時、人間関係に妨害されて、とうと
う失敗に終わってしまったことが多かろう。例えば、贅沢な行為を禁止すれば
周りの親戚の生活を損ない、また田産の兼併を抑制すれば有力者の家の利益を
妨げる、といった場合に、もし大公の原則に基づいて断行できなければ、人間
関係に妨害されてしまったのである。泰平の世を治めるには、その人間関係を
越えなければなかなか難しい32。
と贅沢の禁止、兼併の抑制を政治問題として挙げた。ここに至ってようやく、豪強を
抑えるために作られた「青苗法」に対して、二程子の「放過すとも、又且つ何の妨げあ
らん」という態度が理解できるだろう。ちなみに、数十年後、朱子が提唱して実施した
「社倉法」も、この「青苗法」のヴァリエーションであって、理念としてはほぼ同じも
のだと考えて差し支えない。
さらに付け加えたいのは、道学者の重視した「地方自治」型の政治についてである。
このような道学の政治は、
西洋近代のような資本家や富裕層に支えられたものではなく、
むしろ地方の士人、――その主体は富裕層ではなく、知識階層――すなわち知識人がリ
ードする新しい政治であると見直される必要があるように思われる。そして、扶弱抑強
という儒教の理念に関しては、二程子と王安石は基本的に一致している。
また、民衆の生活と道徳の関係についても、程頤は、
民の力足るときは、則ち生養遂ぐ。然して後に教化行わる可く、風俗美なる可
し33。
と、民衆の道徳水準が生活の豊かさによるものであるという認識を示し、王安石に近
い考えを持っている。そこで、
『周礼』に対しても例えば、程頤が「『周礼』の書は訛闕
多し。然れども周公太平を致す法も亦た存す」34と言って周公の治世の法として捉え、

32

「周易上経・泰」
『周易程氏伝』巻一、『二程集』、756 頁（自古立法制事、牽於人情、卒
不能行者多矣、若夫禁奢侈則害於近戚、限田産則妨於貴家、如此之類、既不能断以大公而必
行、則是牽於朋比也、治泰不能朋亡、則為之難矣）
。
33 「論政編」
『河南程氏粹言』巻一、『二程集』、1211 頁（民力足則生養遂、然後教化可行、
風俗可美）
。
34 「論書編」
『河南程氏粹言』巻一、
『二程集』、1201 頁（周禮之書多訛闕、然周公致太平之
法亦存焉）
。
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「
『周礼』の如き、豈是れ国を富ます術を存するにあらずや」35と、上述した王安石の論
とも類似している。
総じていえば、王安石であれ、二程子であれ、皆な儒者として「義利の弁」において
は非常に近い考え方を共有している。特に、二程子の場合、実践の政治の場で活躍した
経験が少なく、上述した議論はたいてい政治思想の範囲にとどまるものであるため、王
安石の場合もそういうように考えられるだろう。
最後に、もう一つの記録を見てみよう。程頤が「明道（程顥）先生行状」の中に、
荊公（王安石）と先生と道同じからずと雖も、而れども嘗て先生忠信なりと謂
う。先生與に事を論ずる毎に、心平らかに氣和す。荊公は多く之が為に動く。
而して言路直を好む者は、必ず力め攻めて勝つことを取らんと欲す。是に由り
て言う者と敵を為す36。
と当時の状況を紹介した。やはり「言路」
・
「言う者」、すなわち以前と同じく「吾が党」、
「諫臣」たる者の責任に言及した。この話で「荊公は多く之が為に動く」と言われ、む
しろ王安石と程顥が互いに理解し合い、場合によっては王安石が程顥の意見に耳を傾け
ようとする可能性も見出せる。これは、王安石と二程子の政治理念の間に、調和できる
共通の場が多少なりとも存在していることを物語っている。その一方、王安石が実施し
た新法は、純粋な理想ではなく、当時の党争などの政治権力抗争にも影響されたもので
あったことが見えてくる。つまり、王安石が儒者であると同時に政治家でもあり、この
儒者と政治家との間には、非常に複雑なずれが存在しているのである。したがって、彼
の政治思想を正しく把握するために、変法改革の政策を見るだけでは不十分であり、本
人の著作や学説を全面的に検討しなければならない。

35

「二先生語十」
『河南程氏遺書』巻十、
『二程集』
、111 頁（如周禮、豈不是富國之術存焉）。
「明道先生行状」
『河南程氏文集』巻十一、
『二程集』
、634 頁（荊公與先生雖道不同、而
嘗謂先生忠信、先生毎與論事、心平氣和、荊公多為之動、而言路好直者、必欲力攻取勝、由
是與言者為敵矣）
。
36
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まとめ

本章は、王安石の政治思想と政治行為の間に齟齬が存在することを論証しようと試み
た。
第一節は、主に王安石の「得君」と「義利の弁」、
「内聖外王」といった三つの問題を
巡って論じてきた。具体的に言えば、
「得君」問題では、王安石がそれほど神宗の支持を
得なかったことを提示し、新法の実施が王安石の意思決定で主導されたことに疑いがあ
ることを証明した。また、
「義利の弁」の問題では、王安石の義利観があくまでも儒教的
なものであることを確認し、新法の実施過程に現れた非儒教的現象が、必ずしも王安石
の本意に一致しなかったことを指摘した。そして、
「内聖外王」の問題では、王安石の学
が自ら連続性かつ一貫性を有していることを論証し、いわゆる思想の内聖から外王への
変化を批判した。つまり、王安石の旧来の学問とその政策の間に生じた食い違いの原因
は、
思想の変化よりも、
むしろ両者の間にそもそも齟齬が存在していたことを主張した。
第二節は、関連する二程子の議論も検討の視野に入れ、上述の三つの問題を一層深め
て論じたほか、新法の実施に関してもまた、権力闘争などの実用主義的な政治要素も働
いていることを指摘した。さらに、本研究でもう一つの重要な関係、すなわち王安石と
道学者が共通の理念を多く共有し、両者の間に継承・発展の関係が存在していることに
も触れた。もちろん、政治思想における二程子と王安石の関係は、本研究を貫く重要な
問題である。
現存する史料や記録の不足もあって、上述した「思想」と「現実」のずれにおいて王
安石変法の政策を一々細かく検討することは、ほぼ不可能である。しかし、本章に提示
された幾つかの問題から、少なくとも王安石にはそのような齟齬が存在したことが推測
できよう。
この点について、例えば清代の学者、『四庫全書』の総纂官を務めた紀昀が、
「安石の
経典解釈の学説と、彼の立てた新法とはそれぞれ別のものである」37とも認識していた。
また、中国の銭穆氏も、王安石の「思想は、自分自身に深く遠い出発点があって、決し
て現実に応じてあるいは立身出世のために生じたものではない。
（中略）だから、安石の

37

「周官新義提要」
、『四庫全書』影印文淵閣本（経部・礼類）第 91 冊、2 頁（安石解經之
説、則與所立新法各為一事）。
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新政は失敗したが、一方で、新学を継承する者が絶えることがなかった」38と言って、
王安石における思想と現実の分離を示唆した。それゆえ、王安石の政治思想をより正確
に把握しようとすれば、彼の学問に着目して検討を加えなければならない。以下で、王
安石の文集に残る奏疏や書簡、雑記など様々な文章と、
『三経新義』
・
『字説』などの著作
に基づいて、本人の政治思想を直接考察したい。それと同時に、二程子に代表された道
学者との思想関係にも触れて、両者を互いに参照しながら、その関係を改めて検討した
い。

38

銭穆『国史大綱』商務印書館、1994 年、579-580 頁（這一種思想、自有深遠的泉源、絶不
是只在應付現實、建立功名的觀念下所能産生、……安石的新政雖失敗、而新學則不斷地有繼
起者）。
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第二章 王安石の「道」
：政治思想の本体論

すでに先行研究のところで論じたが、思想の分野における王安石の「道」についての研
究は数少ない。そして、既存の研究は、宇宙論についての検討や、哲学テーゼにおける朱
子学かつ仏教・道教との比較研究がほとんどである1。もちろん、本稿においても哲学テ
ーゼに全く触れないわけではないが、主に政治思想に限定して、王安石が政治を考える原
点および根拠にあたる本体論、すなわち「道」について考察を加えたい。

第一節 原理である「道」

道は、儒教の文脈において「道徳」ともいえ、形而上的かつ超越的な存在として、宇宙
の根本の原理あるいは究極の目的である。また、場合によっては、道が「天」
・
「帝」
・
「理」
・
「太極」などの呼称でも表現される。王安石がこの道を論ずる際、まずは、
道というのは、万物がそれに由らないものはない2。
といって、道の原理性を指摘した。つまり、道が世の中のあらゆるものの出発点であっ
て、道から離れるものはないという。例えば、
天地が万物を生じ、一草の細までも、またみな理がある3。
と王安石は考えている。ここで興味深いことに、後世に至って「理」は朱子学の専門用
語として認識されているが、もともと王安石も度々「理」という言葉を用いていた4。少
なくとも、当時は「理」という言葉が非常に普遍的に使われていた。

1

前掲、李祥俊『王安石学術思想研究』（65－83 頁）
、蒋義斌『宋代儒釈調和論及排佛論之演
進――王安石之融通儒釈及程朱学派之排佛反王』
（22－58 頁）
、劉成国『荊公新学研究』
（103
－155 頁）などを参照。
2 巻六十五「洪範伝」
、
『臨川先生文集』、686 頁（道者、萬物莫不由之也）
。
3 『周礼義』巻七「地官司徒二・泉府」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、217 頁（天地生
萬物、一草之細、亦皆有理）
。なお、この訳文は、土田健次郎「王安石における学の構造」
（『道
学の形成』
、351 頁）を参照した。
4 前掲、溝口雄三ほか『中国思想史』
（122 頁）
、また小島毅「宋代天譴論の政治理念」（
『東洋
文化研究所紀要』
〈東京大学〉第 107 冊、1－87 頁、1988 年 10 月）などを参照。
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したがって、政治も人間社会の一部として、道によらなければならない。第一章でも言
及したが、王安石は国家・政府の行為は義を基準とすべきだと考えていた。この義の根拠
には道が存在するからである。そうすると、道は政治の原理・出発点でもあり、目的・終
着点でもある。例えば、
道が人々に認識されないのは、教育のせいだけではなく、やはり士人の罪でもあ
る。道が世の中に実現されないのは、教化のせいだけではなく、やはり士人の罪
でもある5。
と示されたように、王安石は道を実現することが、士大夫にとって強い使命であると認
識している。それゆえ、王安石の説いた道は、一種の目的論にも見える。また、彼は「洪
範伝」という名文において、
「吾が建てるのは道である」6と言って、明確に自分の政治が
道の反映であることを語った。
ただし、道は形而上的な存在であるから、極めて抽象的なものである。それでは、王安
石のいわゆる「道」は、具体的にどのような特徴を持っているのだろうか。

（一）二分論と統一性

今日の関連資料を見ると、二程子が度々王安石を論じ、嘗て弟子と一緒に王安石の学を
真剣に研究したことがわかる。王安石の学問における「道」に関しても、
或るひと問う、介甫（王安石）言えること有り、人の道を尽くす之を仁と謂い、
天の道を尽くす之を聖と謂う、と。
（程）子曰く、一事を言って、必ず分けて二
つとするは、介甫が学なり7。
という程頤の批評が残っている。つまり、王安石が「人道」
・
「天道」と述べたことに対
して程頤は、王安石の学が物事を述べるとき、しばしば二つに分けていると評した。物事
を二分してみることが、確かに王安石の学の特徴である。その根本的な原因は、おそらく

5

巻九十七「王逢原墓誌銘」
、
『臨川先生文集』
、998 頁（嗚呼、道之不明邪、豈特教之不至也、
士亦有罪焉、嗚呼、道之不行邪、豈特教化之不至也、士亦有罪焉）。
6 巻六十五「洪範伝」
、
『臨川先生文集』、693 頁（吾所建者道）
。
7 「論道編」
『河南程氏粹言』巻一、
『二程集』
、1170 頁（或問、介甫有言、盡人道謂之仁、盡
天道謂之聖、子曰、言乎一事、必分爲二、介甫之學也）。
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彼の「道」に対する認識にあると思われる。もともと『易経・繋辞上』には、
「一陰一陽、
之を道と謂ふ」という言葉がある8。そして、現存の『三経新義』を読むと、王安石がこ
の陰陽の説から非常に影響を受けていたことがわかる9。要するに、道は本体の原理であ
るから、道の中に「陰」
・
「陽」という二分の性格が備わっているのであれば、世の中のす
べてのものも二分して見られるようになったのである。
王安石の文章では、そういった二分論の議論が頻繁に出てくる。例えば、
イ) 堯は、天道を実行して人を治める。舜は、人道を実行して天に従う10。
ロ) 静の道を語ると、それはすなわち「乃の倹徳を慎み、厥の止を欽み」という。
動の道を語ると、それはすなわち「虞の機張り、乃祖の行ふ攸に率へ」とい
う11。
ハ) もし形象を成すものがあると言えば、それは天道である。形状を成すものが
あると言えば、それは地道である12。
といったように、
「天道」
・
「人道」あるいは「天道」・「地道」、
「静の道」・「動の道」な
ど一見してやや混乱さも感じられるほどであるが、とにかく二分論は、王安石思想におけ
る一つの重要なパターンである。
ここで、特に注意すべき点は、本体である道が二分論で説明されてはいるものの、そこ
で二分されたのは、ただ道の中の内容にすぎないという特徴である。言い換えれば、王安
石の理解では、道は全体としては一つしかない。そして、二分してみるのは、道の中身で
あって、道そのものではない。道はあらゆるものの原理である以上、陰陽の二つの面があ
っても、全体性を有する統一体でなければならない。彼はある同僚への書簡で、

8

『周易正義』巻七「繋辞上」、
『十三経注疏』
〔清〕阮元校刻、中華書局影印本、1980 年、78
頁（一陰一陽之謂道）。なお、
『易経』と『尚書』
（『書経』）に関する訳文は、
『易経・書経』
（国
訳漢文大成、経子史部巻二、国民文庫刊行会、1922 年）を参照した。以下同。
9 この「一陰一陽、之を道と謂う」の言葉も、王安石が『周礼義』
（程元敏『三経新義輯考彙
評』下巻、317 頁）と、
『書義』
（程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、42 頁）に直接引用したこ
とがある。また、
『三経新義』には、陰陽の説を用いた経典の解釈が度々見られる。
10 『書義』
「虞書・舜典第二」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、27 頁（堯行天道以治人、
舜行人道以事天）
。
11 『書義』
「商書・太甲上第五」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、83 頁（語靜之道、則曰
「愼乃儉德、欽厥止」
、語動之道、則曰「若虞機張、率乃祖攸行」）
。
12 『詩義』
「周頌・載芟」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、294 頁（如言成象者、天道也、
成形者、地道也）
。
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聖人は道に関して、おおむね自らの心によって体得するのである。（中略）本と
末や、あるいは前と後の区別があっても、（中略）究極のところには統一してい
る13。
といって、道の統一性を明らかに提示した。すなわち、道は具体的な場合においては
「本・末」や「先・後」のように二分して見えるが、全体としてはとやはり統一性を持っ
ているという。後述するが、この道における「二分論」と「統一性」は、王安石の政治構
想にかかわる一つの原型であり、彼の政治思想を把握するために欠かせない論理である。

（二）
「自然法」14と五行説

「自然法」的考え方および五行説は昔からあり、特に漢代に作られた体制儒教の重要な
特徴の一つである15。道は万物の究極な原理であるから、人間社会の法律や制度はとにか
く、あらゆるものの原因でもある。その最も顕著な例は、「天人相関説」であろう。要す
るに、人間社会のすべての行為、とりわけ執政者の政治行為が天における様々な現象から
反映されるという理論である。それゆえ、制度や法律の作成も自然・天に即すべきである
と考えられ、天と自然が政治行為、政治設計、ないし政治議論において参照されることと
なり、いわゆる一種の「自然法」的な観念が形成された。さらに、五行（水・火・金・木・
土の五つの元素）の思想は、古代中国人が自然を理解するのに最も基礎的な知識であって、

陰陽の思想と組み合わさりながら、
「自然法」の説にも関連している。
王安石の「道」に対する認識も、このような漢代儒教の言説に明確に影響されている。
例えば、彼が「九変而賞罰可言」という議論の中に、
古において、道徳の源を求めれば、それは天に帰すと言わない者はない16。

13

巻七十七「与祖択之書」
、
『臨川先生文集』
、812 頁（聖人之於道也、蓋心得之、……有本末
先後、……而一之於極）
。
14 ここで説明した儒教の「自然法」的な考え方とは、人間社会のあらゆるものが自然に参照
されることを通して理解されるという意味であり、ヨーロッパの自然法とは異なっている。な
お、儒教のその思想と西洋の自然法との比較研究については、鄧建華「儒家自然法思想及其啓
示」
（『湖南師範大学社会科学学報』
、2000 年 01 期）や馬勇「儒家的自然法思想」
（『西南政法
大学学報』
、2009 年 02 期）などを参照。
15 前掲、戸川芳郎ほか『儒教史』
、69－74 頁。また、葛兆光『中国思想史』復旦大学出版社、
2010 年、255－276 頁。
16 巻六十七「九変而賞罰可言」
、
『臨川先生文集』
、710 頁（古之言道德所自出而不屬之於天者、
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と言って、道あるいは道徳というものが、形而上的な存在であって、その出発点も抽象
的であり、結局「天」すなわち「自然」に帰するとの認識を示した。また、道と天、人、
性との関係について、
古の人は、道を言う場合、まず天地を言う。天地を言う場合、まず身を言う。身
をいう場合、まず性をいう17。
と論じて、抽象的な道は、天（地）に照らし合わせて把握するという。さらに、ここで
は、道は天・身・性を貫いて、個人の人間性に拡充することも見られる。したがって、個
人は道に則して行動するがゆえに、その道徳は天に求められなければならない。例えば、
有極（中道のこと）というところに、我々はどのようにして正しさを取ることが
できるのか。それは、天から正しさを取るのみである。
（中略）道の本分が天か
ら出て、わが身に至っては徳となる18。
という話から、道と個人倫理との関連性が明らかに見られる。もちろん、このように自
然・社会・個人を貫く道を考えると、上述した「統一性」に対する理解もより深くなるだ
ろう。
そのほか、道・天と人間性の関係に触れ、王安石は五行の説をしばしば用いて、
天、五行を万霊に播す。人、固より備へて之を有す19。
というふうに説明した。注意すべき点は、要するに人間に五行が備わっているというこ
とは、物理の身体が五行の元素を有するということだけではなくて、さらに人間性として
は、いわゆる五常（仁・義・礼・智・信の五つの徳目）が備わっているということである。
これについて、また「原性」という文章では、

未之有也）
。
17 巻六十六「礼楽論」
、
『臨川先生文集』、706 頁（古之人言道者、莫先於天地、言天地者、莫
先乎身、言身者、莫先乎性）。
18 『書義』
「周書・洪範第六」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、116 頁（有極之所在、吾安
所取正、取正於天而已、……道之本出於天、其在我為德）
。
19 巻六十九「原過」
、
『臨川先生文集』、732 頁（天播五行於萬靈、人固備而有之）
。なお、この
訳文は、塚本哲三編『唐宋八大家文・下』
（漢文叢書、有朋堂書店、1928 年、571 頁）を参照
した。
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太極というものは、五行の源である。五行は、太極そのものではない。性という
．．
ものは、五常の太極にあたる。その故に、五常も性とは言えない20。
と明白に論じられた。すでに説明したが、
「太極」も道の名称の一つである。それに「五
常」は、それぞれ五行につながっている。つまり、ここでは、
「道（太極）
・五行」と「性・
五常」とが対応した構図が語られている。もちろん、ここから王安石が基本的に孟子の性
善論の持ち主であることも窺えるだろう21。そういった「自然法」的かつ五行説の考え方
は、王安石の政治・社会の政策論に働いているので、彼の政治思想を把握するためには極
めて重要である。
ただし、王安石の「自然法」的な認識は、漢代儒教のそれと全く同じだとは言えない。
漢代の「自然法」的思想は、一種の厳密かつ極端な「機械論」に近いものである22。簡単
に言えば、漢代儒教は、世の中のすべてを天に準え、特に政治の分野においては、あらゆ
る現象をなるべく一つ一つ機械的に自然界へと対応させることを追求している。それゆえ、
究極の原理である道についての理解よりも、具体的な現象――例えば、政治現象が対応す
る項目とされた暴雨や旱魃、彗星などの自然現象――が重要視された。
これに対して王安石は、道の原理性を自分なりの解釈で深く追求する一方、人間社会を
細部に至るまで自然界に対応させて求めるようなことはあまり見られない。むしろ、王安
石の「自然法」は、原理の面に偏重している。そして、具体的な現象に対して、彼は外的
な姿勢よりも、内的な倫理の修正・反省を重視すべきと主張している。これについては、
重要な例として、王安石の「天人相関」認識に少し触れておきたい。

（三）天人相関説について

従来の研究は主に、王安石が「天人分離説」の持ち主であると論じている。例えば、民
国時代の学者銭基博氏は、

20

巻六十八「原性」
、『臨川先生文集』
、726 頁（夫太極者、五行之所由生、而五行非太極也、
性者、五常之太極也、而五常不可以謂之性）
。
21 王安石の「性善論」については、前掲、溝口雄三ほか『中国思想史』
（125 頁）などを参照。
22 前掲、葛兆光『中国思想史』
（255－276・326-327 頁）、溝口雄三ほか『中国思想史』（111
頁）などを参照。
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臨川の王安石介甫は、
「天人不相與」
・「天変不足畏」の論を持って、伏生・董仲
舒・劉向らが唱えた洪範五行災異説の弊を破り、
『洪範伝』一巻を作った23。
と言って、王安石が「天人分離」の論を持って、漢代の代表的儒者たちに唱えられた「天
人相関」の災異説を打破したと指摘した。「天人分離」は、つまり、自然現象と人間社会
との緊密な関係を認めず、それぞれが独立な存在であることを主張する考え方である。そ
のほかに、中国の侯外廬氏はたいてい王安石を唯物論者として捉え24、また日本の寺地遵
氏は宋代中国にける自然科学の展開を背景として考察し25、基本的に「天人分離説」を論
じていた。
しかし、すでに小島毅氏が指摘した通り、そのような「天人分離説」が必ずしも正しい
とは言えない26。筆者は、この問題は王安石の学問があくまで「心性の学」という宋代の
儒学の新しい風潮に偏重していること、しかも上述の「自然法」と五行説に関連している
と考えて、小島氏が利用しなかった『三経新義』の文章も含めて検討し、その問題をもう
一度考察しておきたい。
いうまでもなく、王安石は「天人分離説」の支持者ではない。彼は「郊宗議」という文
章の中に、人間が天の神を祭祀することについて、
天と人とは相異しない。もし（先王は）神の為す所を知らなければ、これ（即ち、
祭祀を立てること）は不可能であろう27。

と言って、人間が神を祭るのは、そもそも天と人とは相異しないからであり、また先王
が天と人との相関性を認識して祭祀制度を建てたのであると述べた。ここでは、彼は「天
人之不相異」を明言し、その態度を明確に表した。同じような王安石の論述は、例えば、
イ) 考えが浅くて狭い人は、
「天人の際」を知らない。すなわち、人間が至誠に
至れば、天と感じ合うことができる28。
23

銭基博「尚書志第三」『経学通志』中華書局、1936 年、63 頁（臨川王安石介甫則持天人不
相與、天變不足畏之論、以破伏生、董仲舒、劉向言洪範五行災異之弊、撰洪範傳一卷）。
24 侯外廬『中国思想史綱』中国青年出版社、1980-1981 年、281－282 頁。
25 寺地遵「天人相関説より見たる司馬光と王安石」
『史学雑誌』第 76 編 10 号、34－62 頁、1967
年。
26 前掲、小島毅「宋代天譴論の政治理念」
（『東洋文化研究所紀要』〈東京大学〉第 107 冊、1
－87 頁、1988 年 10 月）
、小島毅『中国思想と宗教の奔流 宋朝』
（209 頁）を参照。
27 巻六十二「郊宗議」
、
『臨川先生文集』、660 頁（天人之不相異、非知神之所為、其孰能與於
此）
。
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ロ) 人間の精神は、天地陰陽と互いに流通している29。
というように、彼は「天人の際」
、天と人との相関性を認めている。それどころか、王
安石から見れば、その天と人との相関性を知らない人はむしろ浅くて狭い者である。すで
に述べたように、王安石の哲学には天・人・物を貫いた道が存在するので、実は「天人分
離説」は成立がなかなか困難である。
ところが、間違いなく王安石が「天人相関説」を否定したことがある。熙寧八年（1075）
の十月十日、彼が神宗に対して、
天道は幽遠です。古代の王達は占星の官を設けはしましたが、信用したのは人事
だけでした。天の模様には変化が極まりなく、一方、人事にも変化が時々ありま
すから、上の天と下の世とが合うこと、遠くなったり近くなったりして、そこで
偶然性もあるでしょう。ですから、それは信じるに足りないものです30。
と上奏した。要するに、ここで王安石は、天道が遠く、何かしらの現象があったとして
も、それは偶然の自然現象であり、人事とは関係ないと述べた。しかし、この話を正確に
理解するためには、当時の具体的な背景を無視してはならない。
『続資治通鑑長編』には、
この日（十月七日）、彗星が軫に現れた。
（中略）この日（十月九日）、太史（天文
を司る官僚）が初めて彗星のことを報告した。
（中略）
（十月十日）神宗が中外の

臣僚に詔書を下して、朝政に存在する闕失を直言するように意見を求めた31。
との記録を残している。少し複雑でややこしい記録であるが、
『宋史紀事本末』にはこ
れをまとめて、

28

『書義』「商書・説命上第十一」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、93 頁（淺陋之人、不
知天人之際、至誠可以感通如此）。
29 『詩義』
「小雅・斯干」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、160 頁（人之精神与天地陰陽流
通）
。
30 巻二百六十九「神宗熙寧八年十月戊戌」
、
『続資治通鑑長編』
、6597 頁（盖天道遠、先王雖有
官占、而所信者人事而已、天文之變無窮、人事之變無已、上下傅會、或遠或近、豈無偶合、此
其所以不足信也）
。なお、この訳文は、Web サイトの「公孫樹の資料庫『宋代史』」（2013 年 1
月 20 日アクセス、http://awatasan.web.fc2.com/soushi/honmatu/37_3.html）を参照した。
31 巻二百六十九「神宗熙寧八年十月乙未、丁酉、戊戌」
、
『続資治通鑑長編』
、6596－6597 頁（是
日、彗出軫、……是日、太史初詣彗聞、戊戌、……遂詔中外臣僚直言朝政闕失）
。なお、この
訳文は同上を参照した。
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（十月七日）彗星が軫に現れた。帝は災異がしばしば現れることから、正殿を避
け、食膳を減らし、詔を下して直言を求め、天下に恩赦し、政治に民の不便がな
いかを問うた32。
と書かれている。つまり、当時は彗星が現れて、神宗が「天人相関説」に基づいて今の
政治に何かの誤りがあったのではないかと疑い、王安石を始めとする執政勢力にも不信を
抱くようになったという事件である。さらに、この話に続いて史料では、
「程顥は詔を応
じ、朝政について厳しく論じた」33と書かれている。新政の反対派はこれをきっかけに、
王安石への批判を始めたという。
そこで、王安石は自己弁護を行い、自然現象に偶然性があると論じたのである。そして、
神宗が「正殿を避け、食膳を減らし」たことに対して、王安石は「異星の変があっても、
何ら（皇帝の）盛徳の明を損なうことはありません34」と言って、神宗の疑惑を解消する
ことを狙った。要するに、この事件における王安石の発言は、自己弁護や政治抗争などの
複雑な背景を離れて理解することは不可能であろう。少なくとも、ここで「天人分離説」
を意図的に利用した可能性がある。
したがって、王安石の「天人相関説」に対する考察は、特別な事件に応じた文章よりも、
通常の政論のような文章が重視されるべきであろう。例えば、彼は『書義』の中で、
「先
王克く天の戒めを謹み」という言葉を解釈して、
太陽に異常が起これば（即ち日食）、王はこれを懼れ、謹んで天の戒告に対応す
るべきである35。
と言っており、天の異変を無視する態度は全く見られず、かえって施政者がそれを畏れ
て慎んで対応すべきであると主張した。また、彼の最も重要な政治論の一つとされる「洪
範伝」では、これについて、
今日、天に異常な現象が起こったら、必ず自分のところに対応する罪があってこ
そ、それが起きたのだと考えた人もいるし、また、災異がただの自然現象であっ
32

巻三十七「王安石変法」
、
『宋史紀事本末』
、365 頁（乙未、彗出軫、帝以災異數見、避殿減
膳、詔求直言、赦天下、詢政事之未協於民者）。
33 巻三十七「王安石変法」
、
『宋史紀事本末』
、365 頁（程顥應詔、論朝政極切）
。
34 巻十六「乞皇帝御正殿復常膳表」
、『王文公文集』
、166 頁（雖有異星之變、何傷盛德之明）。
35 『書義』
「夏書・胤征第四」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、70 頁（日有變、王為之懼
者、謹天戒也）
。
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て自分とは何の関係もなく、自分が人事だけを修めれば良いと考えた人もいる。
前者のほうはほとんど、こだわって怖くてたまらない。後者のほうは、頑固で怠
っている。前者にも後者にもならないためには、自分がまずは天変を懼れて、そ
して天に何かの異常があれば必ず自分に何らかの罪があるとは考えるのではな
く、天下の正理に基づいて自分の足りないところを反省する必要がある36。
と詳しく論じている。上述した銭基博氏も『洪範伝』を読解して、王安石が「天人分離
説」の持ち主であることを証明したが、確かに王安石の「天人相関説」は、董仲舒らの漢
代儒者とは異なっている。しかし、彼が唱えたのは「天人分離説」ではない。この文章で
は、王安石は三つの天と人との関係について論じ、漢代の機械的「天人相関説」も批判し
ているし、
「天人分離説」も批判している。彼が主張したのは、原理における「天人相関
説」である。簡単に言えば、彼は天と人とが深く関連することを承認したうえで、天変が
起こった場合、天と人との細部に至るまでの対応関係を否定して、重要なのは正しい「理」
に照らし合わせて自らのことを修正・反省することであると主張していた。
それゆえに、
『洪範伝』には、方法論として、
「恐懼修省」――天変を懼れながら、自分
の徳目を正して反省する――という言葉が出てきた。この「恐懼修省」については、すで
に優れた研究が存在するので37、本稿では詳しく論じることを避けたい。ただし、これは
二程子の主張と酷似していることを強調したい。また、ここで説明したいのであるが、王
安石の新しい「天人相関説」では、政治の原点を、外部行為への重視から、人間の内部倫
理の正しさを強調することに移す傾向が見られる。そういった傾向は、王安石において、
道学者のように徹底したものとは言えなくとも、制度論者あるいは富国強兵論者という印
象とも非常に異なっている。それは、本稿が主として解明したい主旨の一つである。
さらに、中国儒教史の全体の流れから見れば、王安石は陰陽五行説に深く影響されなが
らも、機械論より原理の心性を重視して、いわゆる漢唐時代の「訓詁の学」から宋代の「心
性の学」へと至るまでの過渡的な儒者の一人でもあると思われる。これに関しては彼の一
世代下の道学者との関係ともかかわるので、詳しくは後の検討に譲りたい。
36

巻六十五「洪範伝」、
『臨川先生文集』、695 頁（今或以為天有是變、必由我有是罪以致之、
或以為災異自天事耳、何豫於我、我知修人事而已、蓋由前之説、則蔽而葸、由后之説、則固而
怠、不蔽不葸、不固不怠者、亦以天變為懼、不曰天之有某變必以我為某事而至也、亦以天下之
正理考吾之失而已矣）
。
37 前掲、戸川芳郎ほか『儒教史』
（265－266 頁）
、溝口雄三ほか『中国思想史』
（111－112 頁）、
小島毅「宋代天譴論の政治理念」（
『東洋文化研究所紀要』〈東京大学〉第 107 冊、1－87 頁、
1988 年 10 月）などを参照。
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（四）全体と部分の関係論

王安石の「道」における全体と部分の関係論は、上述した統一性と二分論、五行説の延
長上に派生するものとも思われる。
すでに先行研究のところで述べたように、アメリカのボル氏は、王安石が儒教経典に内
在する一貫性を強調し、さらにそういった一貫性を自らの政治政策に敷衍しようと考えて
いた、と指摘した。道と経典の関係については後に詳しく論述するが、ここで簡単に言う
と、例えば、
経典の学術に基づいて人材を作ることによって、先王の盛世が始まった。それに
対して、誤った学説が民衆を迷わすことよって、後世の風俗が衰えた。（中略）
孔子は列国に流離しながらも、まだ喪い尽くしていない斯文を再興し、また、孟
子は遊士でありながらも、既に歴史の中で埋もれた昔の聖人を継承した。あの時
は、異端が興っても、道の精義はなお存在していた。しかし、残念なことに、後
世に至っては経典を焼却して、遂に源流（である道）の正しさを失った。章句は
華やかで内実を失い、伝注は浩瀚で学者の心を奪い、このことこそが、邪説や悪
行が盛んになり、精妙な道と正しい言説は隠されてしまった所以である38。
と王安石が言って、秦の始皇帝が経典を焼却して、さらに漢代以降の儒者が章句伝注の
学問に溺れて、精妙な道が隠されたという。ちなみに、宋代儒者の章句訓詁学に反対する
態度も、この文章から読み取ることができる。つまり、王安石は儒者として、儒教の経典
を固く信じて、経典が道を忠実に伝える媒介であると考えた。そもそも、道があらゆるも
のの原点であるから、経典も例外なく道によるものであって、その内に統一性を有するは
ずである。したがって、ボル氏のいわゆる経典における一貫性は、より根本的な原因を言
えば、実は道の一貫性（統一性）なのである。
また、陰と陽は互いに消長盛衰し、五行も互いに影響を与え合っており、要するに、シ
ステムにおける各部分の間に相互依存関係が存在しているのである。そうすると、統一性
を持つシステムは、各部分の相互的な協力によってその効果を巧みに発揮する、という全
38

巻五十七「除左僕射謝表」
、『臨川先生文集』
、619 頁（竊以經術造士、實始盛王之時、偽説
誣民、是為衰世之俗、……孔氏以羈臣而興未喪之文、孟子以游士而承既沒之聖、異端雖作、精
義尚存、逮更煨燼之災、遂失源流之正、章句之文勝質、傳注之博溺心、此淫辭詖行之所由昌、
而妙道至言之所為隱）
。
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体と部分の関係論が考えられる。第三章で論述するが、経典に依拠して展開するシステム
的論理、すなわち、ボル氏の言葉を借りれば「自己完結的」かつ「自己永続的」な政治シ
ステムという構想には、このような考え方が見られる。
王安石が道における全体と部分の関係論を直接的に表現したことは少ない。ただし、彼
の物事に対する認識や考え方には、このような論がよく見られる。例えば、
『書・舜典』
に出てきた伝説上の舜帝時代の大臣メンバーについて、王安石は、
ここで「於予れ石を撃ち石を拊てば、百獣率ゐ舞ふ」という理想的な状況は、夔
一人だけの力で実現することはできない。これは、諸大臣の協力した結果である。
（中略）もし禹は国務を統一的に管理しなければ、また稷は万民の生活を豊かに
しなければ、契は教育を振興しなければ、皐陶は法曹として法律を守れなければ、
垂は工業を整えなければ、伯夷は礼を掌れなければ、直ちに天下は乱れてしまう
に違いない。天下が乱れる状態に陥れば、夔は「於予れ石を撃ち、石を拊てば、
百獣率いて舞う」こともできないだろう39。
と言った。すなわち、理想的な目標を達成するためには、一人・一部分が働くより、シ
ステム全体の全員・各部分の協力が重要であることを指摘した。このように、各部分の有
機的な組み合わせによってシステム全体の効果を理想的に発揮するという論は、確かに王
安石の学における一つの特徴であり、彼の政治構想にも深くかかわっている。
また、さらに付け加えたいのは、王安石の全体と部分の関係論が漢代儒者の機械論に類
似している部分もあるということである。それは、両者がともに一種の構造論であるとい
う意味である。あらゆる学問は、前人の旧説を踏みながら新しい領域を開拓するものであ
り、王安石も例外ではない。上述したように、王安石の学問における原理と心性への重視
や、章句訓詁学への批判などの傾向は、確かに宋代儒学の新たな方向性を示唆した。一方、
彼は漢代の陰陽五行説からも深く影響を受けており、しかも後に論述するが、実際に『三
経新義』の経典解釈にあたっても煩わしい訓詁の方法を免れなかった。

39

巻六十八「夔説」、
『臨川先生文集』、719－720 頁（夫於予撃石拊石而百獸率舞、非夔之所能
為也、為之者、眾臣也、……借使禹不能總百揆、稷不能富萬民、契不能教、皐陶不能士、垂不
能共工、伯夷不能典禮、然則天下亂矣、天下亂、而夔欲撃石拊石、百獸率舞、其可得乎）
。な
お、
「於予れ石を撃ち石を拊てば、百獣率ゐ舞ふ」という言葉は、
『尚書正義』巻三「虞書・舜
典第二」
、『十三経注疏』
、131 頁（於予撃石拊石、百獸率舞）。
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この点から見れば、やはり王安石の新学は、道学・朱子学のように「新儒学」とは言え
ない。本稿では、特に経典を解釈する方法に関して、言い換えれば経学の面では、王安石
を儒学の歴史において、一人の過渡期の思想家と位置付けたい。
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第二節 「時」の意味

王安石の学問には、道が究極の原理であってどのようなときでも変わらないと言われて
いる。それに対して、
「時」というものがある。もちろん、厳密に言えば、道が形而上の
唯一かつ絶対的な原理であるから、時が道の反対のものになるわけではない。ただし、道
の絶対性とは対照的に、時は相対的な存在であり、また具体的な状況に応じて変化するも
のである。時を定義することはなかなか難しいが、もともとは時間を指す言葉であるので、
ここではおおよそ時勢・勢いとして理解すべきである。この「時」に関する認識も、やは
り王安石の政治思想における重要な一部分であり、本節で少し検討を加えたい。

（一）
「時」と「跡」について

上述したように、王安石は道があらゆる行動の基準であるべきだと主張したため、この
道と時に関係についても、そういった態度は少しも動揺しなかった。例えば、「洪範伝」
において彼は、
「中」というのは、根本を建てるものであって、
「時」に従うべきではない。も
し「時」に従えば、この「中」は定まらなくなるのである。
「中」は、正しく行
動することにほかならない40。
と言ったことがある。ちなみに、王安石が道を指す場合、しばしば「中」という言葉を
用いた。
「聖人の道は、中に基づくことにほかならない」41とか、
「君子は甚だしいことを
せず、中を求めれば良い」42とか、
「古に堯・舜という者があって、その道は大中至正（極
めて中かつ正）であり、どのようなときでも実行できる道である」43といったように、王

安石の学における「中」と「道」の緊密関係が示されている。つまり、上の話において、
王安石は人間が行動する際、根本的な道に基づいて行動し、時に従うべきではないと述べ
たのである。
40

巻六十五「洪範伝」、
『臨川先生文集』、685 頁（中者、所以立本、而未足以趣時、趣時、則
中不中無常也、唯所施之宜而已矣）
。
41 巻六十七「中述」
、『臨川先生文集』
、718 頁（聖人之道、本乎中而已）
。
42 巻七十五「答李参書」
、
『臨川先生文集』
、798 頁（君子不為己甚者、求中焉其可也）
。
43 巻七十五「上張太傅書一」
、『臨川先生文集』
、810 頁（聞古有堯舜也者、其道大中至正、常
行之道也）
。
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また、彼は「周公」という文章の中に、
嗚呼、君子為る所の者は、其の能く世に易えざるを貴ぶ44。
と指摘して、やはり君子が道を守って容易に時勢の変化に従うべきではないことを強調
した。さらに、この態度について、最も明確に論じて、
君子は、困窮して倒れたこともあるが、自分の信念を曲げて時に従わないのは、
時が道に勝るわけがないからだ45。
と言ったように、
「時は道に勝」らないのである。そこで、王安石が時より道の優位性
を唱えていたことが見出せる。ただし、王安石の時に対する認識は、このような議論に止
まるものではない。それは、道が絶対性を保有する以上、「時が道に勝」らないことは当
然であり、王安石の学問における時の重要性はあまり見られない。むしろ、彼の「時」に
対する議論の特色は、その道と時の関係を一層深めることによってはじめて把握できるの
である。
王安石はかつて、
「三聖人」という文章で、古の聖人である伊尹・伯夷・柳下惠を論じ
ていた。その中に、孟子が言った「伯夷は隘なり。柳下惠は不恭なり。隘と不恭とは、君
子由らざるなり」46という評価について、
もしある人が、その動くこと・言うこと・見ること・聞くことなどに関して、礼
に合わないとすれば、この人は「大賢人」とはいえない。それに、「聖人」は大
賢人よりもはるかに高いのであるから、
「隘」とか「不恭」といった者はどうや
っても聖人にはなれないだろう。（中略）だから、もし実際にこの三人が孔子の
時代に生きていたら、皆な孔子になるはずである。然しながら、
（とうとう彼ら
．
がそれぞれ異なった行為を取ったのは、やむをえず）時のためである47。

44

巻六十四「周公」、
『臨川先生文集』、678 頁（所謂君子者、貴其能不易乎世也）
。なお、この
訳文は、前掲の塚本哲三編『唐宋八大家文・下』
（漢文叢書、579 頁）を参照した。
45 巻八十四「送孫正之序」
、
『臨川先生文集』
、884 頁（夫君子有窮苦顛跌、不肯一失詘己以從
時者、不以時勝道也）
。
46 「公孫丑章句上」
『孟子注疏』巻三下、
『十三経注疏』
、2692 頁（孟子曰、伯夷隘、柳下惠不
恭、隘與不恭、君子不由也）。なお、
『孟子』に関する訳文は、宇野精一訳『孟子』
（『宇野精一
著作集』第三巻、明治書院、1988 年）を参照した。以下同。
47 巻六十四「三聖人」
、
『臨川先生文集』、676－677 頁（夫動言視聽、苟有不合於禮者、則不足
以為大賢人、而聖人之名、非大賢人之所得擬也、豈隘與不恭者所得僭哉、……故使三人当孔子

46

と彼がいって、古代の三人は皆な孔子のような聖人ではあるが、それぞれの生活してい
た時代、すなわち「時」が異なっていたために、三人の行為も異なっていた。要するに、
三人とも聖人であり、また聖人が道に基づいて行動するはずなのである。そして、道は絶
対的な存在としてただ一つしか存在しないのにもかかわらず、なぜ結局、この三人は異な
る行為を取ったのか。王安石の解釈は、
「時」が変わったからである。これは一見すると、
まさに前に見た「時は道に勝」らないという態度と矛盾するだろう。では、下記の王安石
の話を見てみよう。
聖賢の言行は、同じところもあれば、必ずしも同じではないところもある。つま
り、聖賢の言行を、一方的に偏って求めることはできない。いわゆる同じところ
は、
「道」であり、また同じではないところは、
「跡」である。同じことばかりを
知って異なることを知らない者は、君子にはなれない。ただし、君子が本性から
そういった異なることをするのではなくて、
「時」が異なるがゆえに、言行も異
ならなくてはならない。こうして、その異なりも、実は同じなのだということで
ある。かえって、もし「時」が異なっても強引に同じことをするならば、実は、
「跡」が同じであっても、聖人の「道」から外れる。
（中略）世の士人は長い間、
「道」と「跡」の区別を知らない。
（中略）聖賢は、
「時」に由って伸びたり縮ん
だりしてこそ、
「道」を守るのである48。
少し長い論述であるが、この話において、王安石は「跡」という概念を提出した。
「跡」
は、形跡や具体的な行為のことである。簡単に言うと、聖人の「道」を守るためには、
「道」
の絶対性と「時」の相対性を調和しなければならない。そして、その「時」の相対性に対
応するのは、
「跡」である。時は常に変わっているから、跡も当然に異なるべきである。
また、根本的なところを考えると、道があらゆるものを規定するので、もちろん時の変動
性そのものも道の反映である。もし、時勢が変わった場合でも同じ行為を無理に維持する
ようであれば、かえって道から外れる。そこで、
「時」と「道」の一貫性が提示されてい

之時、則皆足以為孔子也、然其所以為之清、為之任、為之和者、時耳）
。
48 巻六十九「隠禄」
、『臨川先生文集』
、730 頁（聖賢之言行、有所同、有所不同、不可以一端
求也、同者、道也、不同者、跡也、知所同而不知所不同、非君子也、夫君子豈固欲為此不同哉、
蓋時不同、則言行不得無不同、唯其不同、是所以同也、……世之士不知道之不可一跡也久矣、……
聖賢因時而屈伸、故能宗於道）
。
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る。このようにして、王安石が跡という概念の導入を通じて、原則にあたる道とのバラン
スを取ったのである。
また、彼は「非礼之礼」という文章においても、
今日の人は、びくびくして（古人の）「跡」に適うことを求めるばかりで、「時」
の変化を図ることを知らない。こうして、彼らは、古人と同じ「跡」を取っても、
その本当の内実が外れている。これ以上に天下を損なうことはない49。
といって、聖人と同じ道を守りながら、時の変化に応じて異なる跡を取るべきであると
主張した。時勢が変わっても跡を変えなければ、天下を損なうことになる。すなわち、跡
の異なりそのものが、道に基づくことなのである。そういった認識はまた、王安石のある
後輩への手紙にも見られる。彼は、
．
もし『書・微子』の篇だけを深く考えてみれば、古の聖人・君子が時に応じて変
化に合う所以は、たいてい見えてくる50。
とこの後輩の疑問に答えて、儒教の経典から古代の聖人や君子が時勢に応じて行動して
いたことを教えた。さらに、かつて王安石自身も、この問題について経典を深く学んで考
えてきたことがわかる。
このような「時」に対する認識は、王安石の歴史観に大きな影響を与えており、いうま
でもなく、彼の政治理念および改革構想を連結する思想的根拠でもあろう。要するに、王
安石の学においては、まず、
「道」が究極の原理であり始終変わらない存在であるから、
人間の行動も、この道を基準とすべきなのである。ただし、
「時」は常に変わり実際の状
況も変化するので、人間が「道」を守るために異なる「跡」を取らなければならない。
「跡」
の相異こそが「道」の一致である、という原則の絶対性と方法の相対性のバランスを取っ
たのだと考えられる。
さらに、前にも説明したように、王安石にとっては道が人間の本性と繋がっている。
「其
の身を清めて内面の性を全うし、其の志を実現して外の物事に求めない」51といったよう

49

巻六十七「非礼之礼」、
『臨川先生文集』
、713 頁（今之人諰諰然求合於其跡、而不知權時之
變、是則同者古人之跡、而所異者其實也、事同於古人之跡而異於其實、則其為天下之害莫大矣）
。
50 巻七十二「答劉秀才書」
、
『臨川先生文集』
、770 頁（第深考『微子』一篇、則古之聖人君子
所以趣時合變、蓋可睹矣）
。
51 集外輯編巻一「名実論」上（
『聖宋文選』巻十）、
『王荊公文集箋注』
、2173 頁（潔其身則全
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に、君子が内面性を重視することは、
「道」の実践に等しい。したがって、実は「道」
・
「内」
と「跡」
・
「外」という関係の構図も想像できる。王安石は、原理にあたる道を内面化し、
具体的な方法を外部に設定し、
「道同・跡不同」というテーゼを唱えたのである。
後述するが、王安石の政治構想は一言でいえば、士大夫主導の中央集権体制である。こ
れは、政治制度における宋代士大夫の高まったアイデンティティーの体現であり、当時独
裁権力が拡張しつつある皇帝中心の政治体制に対する挑戦でもある。ここで、王安石は政
治革新の決意を抱いている52。もちろん、本稿が繰り返し提示しているように、この王安
石が持っていた政治構想、特に政治制度に関する理念は、実は十分に実施されておらず、
歴史上の変法政策とは必ずしも一致しなかった。王安石は早年、仁宗（神宗の義理の祖父）
への提言書の中に、
夫れ今の世は先王の世を去ること遠きを以て、遭う所の変、遇う所の勢いは一な
らず。而も一々先王の政を修めんと欲するは、甚だ愚かなる者と雖も、猶おその
難きを知らん。然るに臣は以て今の失は、患うるところ先王の政に法らざるに在
．．．．．．
りと謂う者は、以て当に其の意に法るべきを謂わんとするのみ53。
と言っている。今の世は、先王の世から大きく移り変わったので（「遭う所の変、遇う所
の勢いは一ならず」）、先王の政を修めるためには、一々細かくまで真似るよりも、その精

神や原則などを学ぶべきである（「其の意に法る」）。ここでは、先王の政の意は、素晴ら
しい政治の精神や原則であり、道につながっているので、どのようなときも変わらず、し
かも変わってはいけないものである。それに対して、先王時代の具体的な政治制度や政策
といったものは、外部の跡であり、時勢に伴って変わるべきである。王安石は、このよう
に「道同・跡不同」を自らの政治主張に貫いて、旧体制を刷新し、士大夫政治に応ずる体
制作りを目指していたと思われる。もしこの「時」に関する論を無視すれば、王安石の政
治思想を全面的に把握することはできない。

其內、行其志而不求於外）
。
52 例えば、王安石は『周礼義』の中で、
「三十年為一世、則其所因、必有革、……世必有革、
革不必世也」と言っている（『周礼義』巻十七「冬官考工記六・函人」
、程元敏『三経新義輯考
彙評』下巻、592 頁）
。
53 巻三十九「上仁宗皇帝言事書」
、
『臨川先生文集』
、410 頁（夫以今之世、去先王之世遠、所
遭之變、所遇之勢不一、而欲一二修先王之政、雖甚愚者、猶知其難也、然臣以謂今之失、患在
不法先王之政者、以謂當法其意而已）
。
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（二）二程子の「時」から見る王安石

二程子にも「時」に対する議論がある。この議論から、二程子が唱えた「時」との比較
を通じて、王安石の思想をより明確にしたい。まず、おそらく王安石と同じくらい『孟子』
を非常に重視したがゆえに、程頤も古代の伯夷・柳下惠・伊尹を論じたことがある。彼は、
聖人の異なった行為について、
聖人に優劣無し。堯･舜の譲、禹の功、湯･武の征伐、伯夷の清、柳下惠の和、伊
尹の任、周公が上に在りて道行われ、孔子が下に在りて道行わざる、其の道は一
なり54。
といって、やはり「道」から見れば聖人は一致しているが、異なる時代に応じて、それ
ぞれの聖人も行為が異なっていたと指摘した。程頤はまさしく、王安石と同じ『孟子』の
文章をほぼ同様に理解していたのである。また、
『易伝・乾卦』では、
．
．
君子が時に従うのは、影が形に随うようなものである。もしその行為が時を無視
．
すれば、道にはならない55。
と、君子の行為における時の重要性を明言した。ここでも、程頤の「時」に対する認識
は、王安石と同じく、道と時の調和かつ統一性を強調した。つまり、道を守るためには、
実は時の変化に従わなければならないのである。
もちろん、程頤も道の絶対性を主張して、
君子の天下に於る、必ず行くことも無く、行くこと莫きことも無し。惟義のみ是
れ親しむ56。
といったように、
「義」すなわち道は、究極の基準としては揺るがなかった。この点に
ついても王安石と全く同じであり、そもそも道学者であるから、詳しく論ずる必要はなか

54

「伊川先生語十一」
『河南程氏遺書』巻二十五、
『二程集』、324 頁（聖人無優劣、堯舜之讓、
禹之功、湯武之征伐、伯夷之清、柳下惠之和、伊尹之任、周公在上而道行、孔子在下而道不行、
其道一也）
。
55 「周易上経・乾」
『周易程氏伝』巻一、『二程集』、701 頁（君子之順時、猶影之隨行、可離
非道也）
。
56 「論語説・里仁」
『河南程氏経説』巻六、
『二程集』
、1138 頁（君子之於天下、無必往也、無
莫往也、惟義是親）。
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ろう。ただ、もう少し強調したいのは、王安石の「時」に対する論も『孟子』の文章にか
かわる議論から発したものであるように、歴史的に見れば、王安石と二程子はともに『孟
子』を非常に重視した学者なのである。それゆえ、少なくとも両者は、ともに孟子の「権」
の思想を受け継いでいると思われる57。程頤は礼の制度や作法に関して、
．
礼を学ぶ者は、文を考うるに、必ず先王の意を求めて、意を得て乃ち以て沿革す
可し58。
と、
「先王の意」を求めてはじめて礼の改革を言うべきだと主張した。これは、上述し
た王安石の唱えた先王の政を修めるには「其の意に法る」べきであるという論調と完全に
一致しているであろう。
後世にあたって、普通、二程子は内聖の学、そして王安石は外王の学とよく思われるが、
我々はこのような見方に対して、一つの歴史的な事情を忘れてはならない。それは、王安
石は官僚のトップになって七年間以上にわたり政権を担ったことに対して、二程子のほう
は官僚としての経験が少なく学者としてのアイデンティティーが強かったという事情で
ある。もしこのような両者の経歴を考えずに、単に彼らが内聖であるか外王であるかを論
じるだけでは、それは客観的な態度とは言えない。
上述したように、王安石の学問を段階的に観察する議論もある。もちろん、この議論は
学術の研究として、従来のものとは異なった立場で有益な検討を行ったと思われる。ただ
し、仮説ではあるが、もし王安石が国政を担当した経験がなければ、すなわち、彼の新法
改革も登場するチャンスが無ければ、おそらく彼が二程子のように心性の学の重鎮と見ら
れる可能性も十分にある。第一章で紹介したように、実は、当時の人々から、王安石の学
問は性命道徳の学と見做されがちであったし、さらに言えば、王安石の「道同・跡不同」
というテーゼも忘れてはいけない。これは言い換えれば、王安石にとって、宰相になれれ
ば政事を行い、国政に参与できなければ個人の心性を修める、という「時」に応じて適当
な「跡」を選ぶ問題なのである。
57

権の思想について、
『孟子』には「淳于髠曰く、
『男女授受するに親しくせざるは、礼か』
と。孟子曰く、
『礼なり』と。曰く、
『嫂溺るれば、則ち之を援くるに手を以てするか』と。曰
く、
『嫂溺るるに援けざるは、是れ豺狼なり。男女授受するに親くせざるは、礼なり。嫂溺れ、
之を援くるに手を以てする者は、権なり』と」という話がある。
『孟子注疏』巻七下「離婁章
句上」、
『十三経注疏』、2722 頁（淳于髠曰、男女授受不親、禮與、孟子曰、禮也、曰、嫂溺則
援之以手乎、曰、嫂溺不援、是豺狼也、男女授受不親、禮也、嫂溺援之以手者、權也）。
58 「二先生語二上」
『河南程氏遺書』巻二上、
『二程集』
、23 頁（學禮者考文、必求先王之意、
得意乃可以沿革）
。
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王安石の場合はこうした仮説を想像するしかないが、程頤の場合は、少し証拠が残って
いる。元祐元年（1086）六月、彼は執政の旧法党に推薦されて、崇政殿説書（皇帝の教師）
に任命された際、朝廷の実力者である宣仁太后に対して、
方に義を以て辞して、遂に召対を蒙る。臣斯の時に於て、尚未だ仕うるに意有ら
ず。
（中略）陛下の臣を視る、豈進むことを求むる者ならんや。既にして親しく
徳音を奉り、擢かれて経筵に至る。事望外に出、惘然として驚惕す。臣竊かに内
思するに、儒者は道学を以て人主を輔くることを得。蓋し非常の遇、臣をして自
ら処する所を択ばしむること、亦此より過ぎたるは無し、と。臣斯の時を以て、
不才を以て辞すと雖も、然れども国に許す心、実に已に萌せり59。
と上奏して、自身の心境を表明した。程頤は、もともと官位のない布衣であり、洛陽に
住んで講学し、仕官する意もあまりなかった。ここでは図らずとも皇帝の教師という重要
なポストに抜擢され、
「道学を以て人主を輔くる」チャンス、つまり「非常の遇」に感動
したのである。それゆえ、彼は「国に許す心、実に已に萌せり」といい、良いチャンスが
来たので自分が国家のために力を尽くそうという意欲が燃え始めたことを表明した。
残念なことに、程頤は一年余りで免職され、とうとう報国の志を実現できなかった。し
かし、上の彼の話からもやはり、
「時」の変化に応じて自らの役目も変わるという考え方
が見られる。彼は、免職されたことを受けて、自ら引退を望み、
臣が身至学を伝えて、心道を事とすることを存す。時に行わるることを得ずんば、
尚当に己に行うべく、今に信ぜられずんば、尚後に信ぜられんことを期す。安ん
ぞ肯えて礼を失し義を害して、以て自ら後世に謗られんや60。
と辞表を提出した。要するに、自分は当初国や天下のために尽くそうと思ったのにもか
かわらず、実際は「時に行われることを得」なかった。だから、現在の時において行われ
ないのならば、自ら引退を願い、己を修めて将来の時を待つしかない。もしこのような態
度をとらなければ、
「礼を失し義を害」することになり、言い換えれば「道」に反するこ
59

「上太皇太后書」
『河南程氏文集』巻六、
『二程集』
、542 頁（方以義辭、遂蒙召對、臣於斯
時、尚未有意於仕也、……陛下視臣、豈求進者哉、既而親奉德音、擢至經筵、事出望外、惘然
驚惕、臣竊内思、儒者得以道學輔人主、蓋非常之遇、使臣自擇所處、亦無過於此矣、臣以斯時、
雖以不才而辭、然許國之心、實已萌矣）
。
60 「乞致仕第二状」
『河南程氏文集』巻六、
『二程集』
、556 頁（臣身傳至學、心存事道、不得
行於時、尚當行於己、不見信於今、尚期信於後、安肯失禮害義、以自毀於後世乎）。
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とになる。ここで程頤は、再び「時」を強調したばかりではなく、まさに「時」の変動と、
「礼、義」
・
「己」の不変という関係の構図も論じた。これは、王安石の「跡」
・
「外」と「道」
・
「内」という認識と基本的には一致している。
つまり、もし程頤が長く官僚に務めて職務を果たせば、彼の行動は必ず学者としてのそ
れだけに止まらないことが予測できるだろう。実際に当時もすでに程頤の周りに「洛党」
というメンバーが集まって、元祐時代の党争、いわゆる「洛蜀党議」61が始まったのであ
る。このような程頤の「時」認識が『易伝』にも見られる。例えば、
「履卦」の解釈では、
賢者は則ち安んじて其の素を履む。其の処るや楽しみ、其の進むや将にすること
有らんとす62。
といって、君子がどのようなときでも穏やかに平素のように行動する。ただし、退いて
野に居れば楽しんで修身して、出て仕えれば世に役割を果たす。ここで、
「其の素を履む」
というのは、
「道」に基づくことであり、どのようなときでも守るべきところである。そ
して、
「処る」
・
「進む」は、情勢や条件、すなわち「時」のことであり、
「楽しむ」
・
「将に
すること有る」は、言うまでもなく「跡」である。やはり、王安石の論と比べても、大き
な変化はない。
以上、主に王安石と対照させ、程頤の「時」に対する認識を簡単に考察した。ここで、
いくつかの問題点を提示したい。まずは、このような「時」の観念を、王安石と二程子は
基本的に共有している。この根本的な原因は、おそらく王安石も二程子も、道の原理性を
信じ、またその原理性を人間の内面における本性につなげていることにある。言い換えれ
ば、両者とも内面性の強調によって、
「道を持って自任」する自信を持っているのである。
これは、依然として、
『孟子』から受けた影響だとも言えるが、やはり心性の学を唱える
儒学の登場、つまり宋代儒学の新しい風潮がかかわっていたものと思われる。
そして、歴史的に見れば、二程子や朱子などの道学者は、あまり国政に参与するチャン
スはなかったが、彼らが心性道徳だけを唱えて実際の政事に無関心だったということでは
ない。この点については、朱子の話からも明らかである。例えば、『朱子語類』巻百三十
において、

61

巻四十五「洛蜀党議」、
『宋史紀事本末』
、437－442 頁。
「周易上経・履」
『周易程氏伝』巻一、『二程集』、750 頁（賢者則安履其素、其處也樂、其
進也將有為也）
。
62
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イ) 新法が（初めて）行われた時、実は、諸公が共にその企図に参与していた。
（中略）あの時はほぼ、変更にかなう時期であった63。
ロ) 熙寧変法は、やはり時勢によって行われたものである。凡そ荊公（王安石）
が求めた変更は、最初の頃、東坡（蘇軾）も同じように考えていた64。
ハ) 子由（蘇軾の弟、蘇轍）が初めて皇帝に進言した際、変法を行う意欲が非常
に強かった。あの時に当たっては、荊公一人だけではなく、諸賢みんなが政
治を変える意志を持っていた65。
と、朱子が度々「時」との関係で変法の必要性を論じた。つまり、後世の研究が、変法
を基準に王安石の学を外王の学や制度主義だと見做したことは、あまりにも単純化し過ぎ
てしまっており、彼の学問における「時」の要素が無視されてしまっている。ある意味で
は、二程子や蘇軾兄弟に比べ、王安石は歴史のチャンスを得たのである。この「チャンス」
に関しては、すでに紹介したことで、前掲の余英時氏の『朱熹的歴史世界：宋代士大夫政
治文化的研究』という著作に煩を厭わずに論証されたので、本稿は詳しい議論を控えたい。
もちろん、本稿がすでに提示したように、王安石の変法と彼の政治構想の間にはある程度
の齟齬が存在し、彼が「チャンス」を得たかのように見えるとしても、とうとう自己の政
治理念を実現することはできなかった。その思想史的な原因に対する分析は、第四章の議
論に譲りたい。ここで強調したいのは、要するに、王安石の学も内面性を重視しており、
また二程子の学も実践を軽視してはおらず、両者の学問には「時」という活力のある要素
が働いているということである。
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巻一百三十「本朝四・自熙寧至靖康用人」
、
『朱子語類』
、3097 頁（新法之行、諸公實共謀之、
雖明道先生不以為不是、蓋那時也是合變時節）。
64 巻一百三十「本朝四・自熙寧至靖康用人」
、
『朱子語類』
、3101 頁（熙寧更法、亦是勢當如此、
凡荊公所變更者、初時東坡亦欲為之）
。
65 巻一百三十「本朝四・自熙寧至靖康用人」
、
『朱子語類』
、3111 頁（子由初上書、煞有變法意、
只當是時非獨荊公要如此、諸賢都有變更意）
。
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第三節 方法論：一道徳

「一道徳」とは、道徳を「一」にして、つまり道を統一させることである。上述のよう
に、王安石の思想において、道は究極的な存在であって、あらゆるものを規定する根本的
な原理・原因でもあり、またあらゆるものの帰結・目的でもある。この絶対的な道という
存在は、当然一つしかありえないと思われるが、実は当時、儒教における多くの学派が併
存していたために、儒者たちの道に対する認識も、必ずしも一致しなかった。したがって、
王安石にとっては、道を実現するために、道への認識を統一させることが必要である。つ
まり、
「一道徳」は王安石の学問における方法論なのである。

（一） 内在する要請

道の分岐に対して、王安石は「道を持って自任」する儒者として、ある責任感を感じて
いたようである。例えば、
イ) 嗚呼、道が久しく一致していなかった66。
ロ) 古は「道徳を一にして以て、天下の俗を同じくする」ことで、士が世で活動
する場合、人によって異論が生じることはなかった。現在、家ごとに道を異
にし、人ごとに徳を殊にしている67。
とよく嘆いた。彼は、伝説の古代を道徳一致の理想社会と見做して、道に対する議論が
ばらばらになった現状に不満を抱いていた。そこで、彼がそういった状況を収束させよう
と願い、道を一にすることを強く求めた。もちろん、王安石だけではなく、程顥もその「家
ごとに道を異にし、人ごとに徳を殊にし」という現状に不満を持っていた。彼は、皇帝に
対して意見を述べ、
庠序の教は、先王人倫を明らかにし、天下を化成する所以なり。今、師学廃され
て道德一ならず68。

66

巻八十二「虔州学記」、
『臨川先生文集』
、859 頁（嗚呼、道之不一久矣）。
巻七二「答王深父書二」
、
『臨川先生文集』
、768 頁（古者一道德以同天下之俗、士之有為於
世也、人無異論、今家異道、人殊德）
。なお、この訳文は、前掲の土田健次郎「王安石におけ
る学の構造」（
『道学の形成』、343－344 頁）を参照した。
67
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といって、やはり先王時代と当時の北宋を比較して論じた。この話に出てくる、古代が
「人倫を明らかにし、天下を化成する」こととは、すなわち王安石のいわゆる「俗を同じ
くする」ことである。そこからも、王安石と二程子が基本的に近い考えを共有しているこ
とがわかる。
この問題に関して筆者は、再び上述の土田健次郎氏の『道学の形成』から、多くの示唆
を受けた。土田氏の論点を簡単にまとめると、北宋の前期は、新興士大夫が血縁門閥の守
旧派に対抗するために、能力や道徳を唱えて自分たちの連帯感を盛り上げたことに対して、
中期以降は、すでに主流派となった士大夫の中で、内部の意見の違いが表面化してきた。
要するに、王安石と二程子の時代は、「『一道徳』が要請される時代」である69。ただし、
本稿は、この土田氏の議論を受けながらも、――具体的にいえば、この歴史の流れに同意
する――、一つの問題点を改めて検討したい。
要するに、王安石が「一道徳」を提出したのは、
「道徳の分裂」という歴史的背景もも
ちろん重要ではあるが、実は、彼の学問における内在的な要請でもあったと考えられる。
王安石の学問は、そもそも究極の原理を徹底的に探究する「心性の学」に近いため、道が
原理として信じられていた以上、この道を正しく認識することを求めるのは、当然のこと
であろう70。たとえ「道徳の分裂」という歴史背景がなくとも、王安石に至っては、「一
道徳」を士大夫に要請することも十分可能である。例えば、彼が「致一論」という文章に
おいて、
万物には必ず至理があり、その理に精通すれば、聖人である。その理に精通する
．
方法は、理の一に致すところに在る71。
といって、道の究極性から、万物を一にして正しく理解する意を主張した。この点につ
いて、当時の重要な学者である蘇軾と朱子の議論を対照して見れば、より明確に把握でき
ると思われる。

68

「論十事札子」『河南程氏文集』巻一、『二程集』、453 頁（庠序之教、先王所以明人倫、化
成天下、今師學廢而道德不一）
。
69 前掲、土田健次郎『道学の形成』
、346 頁。
70 なお、前掲、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻の「制三経欲以『一道徳同風俗』
」
（696－702、
711－713 頁）という文章において、王安石の「一道徳」に関しては歴代の学者の批評が多く
集められている。
71 巻六十六「致一論」
、
『臨川先生文集』、707 頁（萬物莫不有至理焉、能精其理則聖人也、精
其理之道、在乎致其一而已）。なお、この訳文は、前掲の土田健次郎「王安石における学の構
造」
（『道学の形成』、350 頁）を参照した。
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蘇軾は門人の張耒への手紙で、王安石の「一道徳」を論じて、
王氏の文は、必ずしも善くないとは言えない。ただし、其の患いは、人を己に同
じくするところに在る。
（中略）王氏は自身の学を持って、天下の人々を合わせ
ようと狙っている。例えば、土が美しいのは、要するに、ほとんどの植物が同様
に土の中で生まれながらも、この生まれた植物の種類が多様だからである。ただ、
塩分を含んで荒れて瘠せた土地には、黄色の茅と白い葦しか生えていないので、
これこそ王氏の「同」である72。
と批判した。蘇軾は、王安石の「人を己に同じくする」こと、すなわち「一道徳」を反
対して、学術や思想の多様化を唱えた。蘇軾の学問の特色を簡単にいえば、ボル氏の謂い
を借りれば、文学・思想を結んだことである。ボル氏は、このような「文学・思想」を結
んだ伝統を八世紀の中世の唐代に遡り、宋代の欧陽脩・蘇軾もこの伝統の系列にある代表
者と見做している73。文学との緊密関係は、確かに唐代以来の伝統であり、また蘇軾の学
問の特色である。これに対して、王安石はかつて、文辞では「道を明らかにするに足りな
い」74だとか、文辞が「ただ道具の飾り物」75だと言い、また程頤は明確に「文を作るは
道に害あり」76と言って、両者とも、道に比べて文を格下げする傾向が見られる。ここで、
やはり王安石と二程子の学問において、一つの類似性が現れた。それは、文辞や詩賦など
の文学を重視してきた魏晋隋唐の伝統とは異なって、道・理かつ心・性を強調するという
新たな特徴である。
その蘇軾の議論と対照しながら、さらに朱子の発言を見てみると、非常に興味深い。朱
子も門人との対話で、王安石の「一道徳」に触れて、
イ) 若し荊公（王安石）の学が正しければ、人々を己に同じくすることはどうし
ていけないのか。
（中略）例えば、土地にはキビのような五穀だけで、雑草

72

巻四十九「答張文潜県丞書」、
『蘇軾文集』
〔宋〕蘇軾、中華書局、1986 年、1427 頁（王氏
之文、未必不善也、其患在於好使人同己、……王氏欲以其學同天下、地之美者、同於生物、不
同於所生、惟荒瘠斥鹵之地、彌望皆黄茅白葦、此則王氏之同也）
。
73 Bol, Peter K. This Culture of Ours: Intellectual Transitions in Tang and Sung China, p298.
74 巻七十四「答呉孝宗書」
、
『臨川先生文集』
、786 頁。また、巻七十五「與黎檢正書」、
『臨川
先生文集』
、794 頁。
75 巻七十七「上人書」
、
『臨川先生文集』、811 頁（辞者、猶器之有刻鏤繪畫也）
。
76 「伊川先生語四」
『河南程氏遺書』巻十八、
『二程集』
、239 頁（作文害道）
。
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などが生えなければ、それで良いではないか。しかしそうならないのは、荊
公の学問が自らに正しくないところがあるからだ77。
ロ) 王介甫（王安石）の『三経義』はもちろん聖人の意図とは異なるが、それに
しても、学ぶ者に統一的観点を教えてくれる。（中略）ただし、介甫の学は
自身が正しくなく、聖人の意図を言い尽くせなかった。これは、本当に残念
である78。
と述べたことがある。ここで、朱子は王安石の学問を否定したが、その「一道徳」の方
法論には賛成した。それどころか、蘇軾の土地に黄色の茅と白い葦しか生えないという例
に対して、朱子は土地にキビのような五穀だけが生えるのなら良いと言って、むしろ蘇軾
の言葉に反論していた。要するに、蘇軾が王安石の「一道徳」に反対して学問の多様性を
強調したことに対して、朱子は学問の統一に賛成した。
そういった対比から、王安石と道学者の共通点が一層明確に見えるだろう。後述するよ
うに、道学と新学の根本的な分岐は、「道」そのものについての理解、すなわち朱子の言
った「介甫之学不正」ということにある79。ただし、道の原理性への固い信念や、道と人
間性の関連の肯定、そして道への認識の統一といった様々な点から、新学と道学をほとん
ど似通った類型の学問と見做しても差し支えない。
もう一つの例を見てみよう。程頤はかつてある問題について、晁説之（字は以道）とい
う後輩と繰り返し論じ合ったことがある。『程氏外書』には、このエピソードについての
門人の記録として、
．
以道、伊川先生を見て、論難反復す。以道曰く、此の如きは、是れ先生も亦人己
に同じからんことを欲するなり、と。先生答えず。門人云く、先生同じからんこ

77

巻一百三十「本朝四・自熙寧至靖康用人」、
『朱子語類』、3099 頁（若荊公之學是、使人人同
己俱入於是、何不可之有、……若使彌望皆黍稷、都無稂莠、亦何不可、只為荊公之學、自有未
是處耳）
。
78 巻一百九「朱子六・論取士」
、
『朱子語類』
、2694 頁（王介甫『三經義』固非聖人意、然猶使
學者知所統一、……只是介甫之學不正、不足以發明聖意為可惜耳）。
79 なお、この点については、余英時氏も指摘したことがある。ただし、氏は主に朱子学者と
は異なり、王安石の唱えた「道」は仏教や老子の説を明確に吸収していることにその理由を求
めた（前掲、余英時『宋明理学與政治文化』
、50－55 頁）
。本研究は、このような哲学的な比
較よりも、双方の認識している「道」が実際の政治行為に対する影響に関心を持っている。
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とを欲する所の者は、己に同じからんとには非ず、正に道の同じからんことを欲
するのみ、と80。
と残っている。晁説之という人は、その学問が司馬光に近く、また文学において蘇軾か
らも影響を受けた学者である81。このエピソードにおいて、彼は程頤と論争を繰り返した
結果、
（程頤）先生もまた人を「己に同じからんことを欲するなり」ではないかと問うた。
注意すべきところは、晁説之の言った「亦」という言葉である。程頤は以前、王安石の「一
道徳」に対して、
「王氏の教、靡然として同ずるは、是れ莫大の患えなり」82と批判した
ことがある。しかし、晁説之は、程頤が王安石のことを責めながらも、実際は程頤もやは
り王安石と同じように、実質的に「一道徳」に同調していると指摘した。
おそらく、程頤の時代は王安石の学がかなり流行していたため、二程子は相手の大きな
競争力や圧迫感を感じていた。したがって、自身の学説が生き残るために、王安石の唱え
た「統一」に反対しなければならなかった。それに対して、朱子の時代に道学の勢力はま
すます伸び、その影響力が新学を超える有利な立場に立っていた可能性もあるため、朱子
は王安石の「一道徳」を称賛して、二程子よりも客観的に評価できるようになっていた。
そのどちらの場合であっても、程顥の意見書と朱子の発言、晁説之の指摘から、二程子と
朱子は「一道徳」の支持者であることが明らかに見えてくる。
我々は、まさしく程頤の門人が言った「己に同じからんとには非ず、正に道の同じから
んことを欲するのみ」という言葉から、
「一道徳」の真意を窺うことができるだろう。つ
まり、
「一道徳」の理由は、単に人々の異なった議論を己に同じくすることに止まらず、
その裏に、一層重要な深い意味、道を正しく解釈するという考えが含まれている。もちろ
ん、この道を正しく解釈することは、王安石も二程子もそれぞれ自身の主観的な認識で判
断したものであるから、結局両者は対立することが避けられなかった。にもかかわらず、
「一道徳」という方法論は道への信仰によって、王安石の学においても、二程子の学にお
いても、ともに内在的に要請されているのである。

80

「傳聞雜記」
『河南程氏外書』巻十二、『二程集』、444 頁（以道見伊川先生、論難反復、以
道曰、如此、是先生亦欲人同己也、先生不答、門人云、先生所欲同者、非同己也、正欲道之同
耳）
。
81 晁説之の学については、巻二十二「景迂学案」
、
『宋元学案』
〔明〕黄宗羲〔清〕全祖望續補、
中華書局、1982 年、859－900 頁。
82 「論政篇」
『河南程氏粹言』巻一、
『二程集』、1217 頁（王氏之教靡然而同、是莫大之患也）
。
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（二） 経学：
『三経新義』と『字説』

第一章で述べたように、王安石は、儒教の経典が道を忠実に伝える媒介であると信じて
いた。したがって、道を正しく理解し、
「一道徳」を実現するために、経典についての統
一した解釈が求められた。その最も重要なシンボルは、名高い『三経新義』と『字説』で
ある。
もちろん、王安石が「一道徳」を行うために、わざと経典の関連性を作ったとは考えら
れない。彼はもともと道の統一性を確信していたのだから、道の媒介である経典も一貫性
を持つべきであると考えていたはずである。彼は、第一次の宰相を辞任する際、辞表の中
で、
私は、自分の能力を適切に測れず、ただ良い治世のために働こうと志しただけに
すぎず、経書を信じるばかりで失敗を招き、とうとう迂闊なことをしてしまいま
した83。
と自分自身を咎めている。皇帝への文章であったために、言葉使いは非常に謙遜ではあ
ったが、経書を信じていたことは間違いないだろう。また、彼はある年下の親戚に対する
手紙の中に、
私の学では、
『詩』と『礼』は互いに解釈できる。それは、両者の理が同じだか
らである84。
と言って、
『詩』と『礼』を相互に解釈できること、つまり経書の一貫性を明確に指摘
した。これについては、従来の研究が数多く存在するので85、本稿は論述の重複を避けた
い。まとめて言えば、王安石は儒教経典の内部、そして経典と経典の間の一貫性だけを考
えたではなく、さらに儒教経典以外の仏教や道教・諸子の書籍も、その一部に同じような

83

巻六十「乞罷政事表二」
、
『臨川先生文集』
、642 頁（昧於量己、志欲補於休明、失在信書、
事浸成於迂闊）
。
84 巻七十四「答呉孝宗書」
、
『臨川先生文集』
、786 頁（某之學、則『詩』、
『禮』足以相解、以
其理同故也）。
85 前掲、方笑一『北宋新学与文学――以王安石為中心』
、43-70 頁。李祥俊『王安石学術思想
研究』、44-47 頁。Bol, Peter K. This Culture of Ours: Intellectual Transitions in Tang and Sung China,
p224-233.
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一貫性を有することを認めている86。厳密に言うことはできないが、筆者の統計によると、
王安石は『三経新義』を注釈するために少なくとも二十種類の典籍を利用した87。その中
で、非儒教経書が九種類に達している。
当時の儒者にとって、仏教はとうてい無視できない存在であった。王安石であれ二程子
であれ、ほとんどの有名な儒者はその文集において、仏教に関する文章や議論を多くして
いる。また、彼らの中で仏教から影響を全く受けていない者は、一人もいなかったと言っ
ても過言ではない。ただし、当時の儒者たちにおいても、仏教に対する態度はそれぞれ大
いに異なっていた88。むしろ、この点について言えば、王安石が隋唐の伝統を汲んだ蘇軾
に近く、道学者のように仏教を排斥しなかった。それに対して、朱子が北宋の有名な学者
を論じた際、
王氏と蘇氏は、両者とも仏陀や老子を聖人と見做しており、其の学問は純粋な儒
者の学とは言えない89。
と言って、仏儒を調和する立場にある両氏を不純な儒者として批判した。儒学の純粋さ
というものは、基本的に儒学の正統性を争うために、道学側がしばしば用いていた歴史的
な言説だといえよう。ここで注意すべきは、仏教に対する態度という側面において、王安
石と伝統儒学を重んじた蘇軾の類似性、および王安石と新儒学を唱えた二程子の相異性と
いう二つの比較から、王安石の学問は、まさしく伝統儒学から新儒学への過渡期にあるこ
とが窺えるということである。具体的に言うと、王安石の学問は、一方で心性道徳を強調
し、文学や訓詁学などをある程度否定して、多くの面において新儒学と類似してはいるが、
他方で陰陽説を愛用し仏教・道教を受け入れていることを鑑みれば、伝統儒学の特徴も帯
びており、一種の過渡期の学問であるといえるのである。

86

前掲、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻の「三経新義援異端入注」
（673-682、710 頁）とい
う文章において、王安石が仏教や道教の説を持って三経新義を注釈したことに関して、歴代の
学者の評論が集められている。
87 この十九種類の書籍は、
『書』
・
『詩』
・
『周礼』のはか、
『易』
、
『左伝』、
『礼記』、
『儀礼』、
『論
語』、
『孟子』
、
『爾雅』、
『説文解字』
、
『荀子』、
『老子』、
『荘子』、
『列子』、
『孫子』、
『史記』、
『司
馬法』、
『国語』
、『素問』などが挙げられる。
88 王安石が儒仏調和論者、二程子が仏経排斥論者として捉える研究は、前掲、蒋義斌『宋代
儒釈調和論及排佛論之演進：王安石之融通儒釈及程朱学派之排佛反王』
（22－83 頁）などを参
照。
89 巻五「答汪尚書」
、
『朱子文集』
〔宋〕朱熹、商務印書館、1937 年、196 頁（至于王氏、蘇氏、
則皆以佛老為聖人、既不純乎儒者之學矣）
。
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ところが、これは、歴史的な考察から得られた結論でしかない。王安石は、自身の学問
によって「天下の学者を一にして、異論や紛争を止めさせよう」90と願っており、それが
道に達する正しい方法であると固く信じていた。本稿は、特に王安石の『三経新義』
（『書
義』、
『詩義』
、
『周礼義』）の一貫性を分析する上で、彼の政治思想における本体論と政治構

想の関連性を論じたい。
先行研究整理の部分で言及したように、新義の中で、
『書義』・
『詩義』は息子の王雱と
門人の協力によって作成されたものであって、王安石が一人で執筆したのは『周礼義』だ
けである。このことは、多くの史料から証明されている91。例えば、王安石は『三経新義』
が完成した際、三経それぞれに「序」を作って提出した。その「『周礼義』序」と「『詩義』
序」には、
(ア)臣某、実に『周官』を董す92。
(イ)『詩』三百一十篇、
（中略）陛下は臣下の王雱に其の辞を解釈させて、また
臣（わたくし）に其の義を解釈するように命じられました93。
と明記されている。また『書義』については、宋代蔵書家の陳振孫の『直斎書録解題』
において、
『書義』が主に王雱の手で作られたが、
「蓋し雱がその父の学を継承した」94と
説明されている。すなわち、
『書義』は王安石の主筆ではなかったが、王安石の学の現れ
なのである。程元敏氏は、
『三経新義輯考彙評』において、
『尚書義』十三巻・
『詩経義』二十巻は、安石の序文によると、皆王雱が辞を解
釈して、安石が義を解釈したという。およそ王氏父子をはじめ、多くの門人の協
力で作られたのだろう。ただし、『周官新義』二十二巻は、安石が自ら執筆した
単著である。それは、彼の「
『周礼義』序」および宋代蔡絛の『鉄囲山叢談』を
読めばわかる95。

90

巻八十二「太平州新学記」
、『臨川先生文集』
、863 頁（將以一天下之學者、至於無訟而止）。
なお、
『三経新義』の編集経過に関する全面的な考証については、前掲、程元敏『三経新義
輯考彙評』上巻の「三経新義修撰通考」（293－311 頁）を参照。
92 巻八十四「
『周礼義』序」
、『臨川先生文集』、878 頁（臣某實董『周官』）。なお、この訳文
は、前掲の塚本哲三編『唐宋八大家文・下』
（漢文叢書、597 頁）を参照した。
93 巻八十四「
『詩義』序」、
『臨川先生文集』
、878 頁（
『詩』三百一十篇、……上既使臣雱訓其
辭、又使臣某訓其義）
。
94 巻二「書類」
、
『直斎書録解題』〔宋〕陳振孫、上海古籍出版社、1987 年、29 頁。
95 前掲「三経新義修撰通考」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、302 頁（尚書義十三卷、詩
91
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とまとめて説明した。このことから、
『三経新義』のある特徴が見えてくる。つまり、
その内容は、文字や語彙の「辞」と義理の「義」が分かれていることである。
『三経新義』
を読めばすぐわかるように、その辞がたいてい義を解き明かすための道具であって、義の
部分こそ王安石が自分の思想を論述したものなのである。したがって、単著の『周礼義』
はもちろん、共著の『書義』
・
『詩義』も王安石が経書の義を解釈したということから、三
経とも新学の思想が間違いなく反映していると言える。
さらに、
『三経新義』の編集にあたって、王安石は、息子や門人が作成したものに対し
て、真剣かつ子細に審査を行った。
『続資治通鑑長編』巻二百六十八の「神宗熙寧八年九
月辛未」条に、王安石が神宗に対して、
臣の息子、王雱が『詩義』を編集して進呈するように詔を奉じましたけれども、
．．．．．．．．．．
臣はこれが陛下のご覧になるものであると考えますので、一々と自らの手で審査
した後、はじめて差し上げます96。
とその経緯を述べた。また、新義の編集に参与した呂恵卿は、
経義局が設けられて以来、最初の段階では、検討官がほぼ経筵の講義に基づいて
その編目を定める。
（中略）草案が出来上がったら、臣は簡単に議論を加えて整
理し、
（中略）数編ごとに王安石のところへ送り、最後は、彼が詳しく検討して
．．．．
決定する。もし、王安石が、
（臣が整理したものに）一字一句細かいミスを発見
すれば、必ずそこに添削を加え、彼の意にかなうように修正を要請する97。
と当時の様子を詳しく言った。特に、王安石が「一々」
・
「一字一句」審査して、必ず自
身の意に沿うように求めたことは明らかである。さらにいえば、王安石が義を解釈したと
すら言えるかもしれない。そうすると、単著であるか共著であるかは実は問題ではなく、
『三経新義』がそろって「王氏一家の学」98に違いないということが重要である。

經義二十卷、據二書安石序、皆王雱訓辭、而安石訓義、蓋王氏父子主撰、其實雜出眾手也、唯
周官新義二十二卷、由安石親筆獨撰、此由其『周官新義序』及宋蔡絛『鐵圍山叢談』二文可見）
。
96 巻二百六十八
「神宗熙寧八年九月辛未」、
『続資治通鑑長編』、6563 頁（臣子雱奉詔撰進詩義、
臣以當備聖覽、故一一經臣手、乃敢奏御）
。
97 巻二百六十八「神宗熙寧八年九月辛未」
、
『続資治通鑑長編』
、6565 頁（故自置局以來、先檢
討官分定篇目、大抵以講義為本、……草創既就、臣即略為論次、……毎數篇已、即送安石詳定、
一句一字如有未安、必加點竄、再令修改如安石意）
。
98 『書義』
「序」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、1 頁。
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王安石の学は、
『周礼義』を中心として展開したものである。彼は『周礼義』の序文に
おいて、
．
惟れ道の政事に在るや、
（中略）成周の時より盛んなるは莫く、其の法、後世に
施すべし、其の文、載籍に現れる有るは、『周官』の書より具はる莫し99。
と言って、
『周礼』に対する認識を表明した。ここで「政事」というのは、礼（あるい
は法、すなわち政治制度）だと理解すれば適切であろう。要するに、王安石にとって『周

礼』という経典は、成周時代（周の成王、周公の時代）に実施された完璧な礼法制度を記
載して、
「道」の「政事」に反映するものなのである。また彼は、
蓋し其の因習以て之を崇ねる、賡続して以て之を終ふ。後世に至って、以て復加
ふる無し。則ち豈特に文武周公の力のみならんや。猶ほ、四時の運、陰陽積んで、
寒暑を成すがごとし、一日に非ざるなり100。
と言って、
『周礼』に載せている礼の制度が簡単に人間の力で作られたものだとは認めず、
その根源を古い歴史の伝統に遡って、歴史的に形成されたものであると論じた。さらにこ
の話からは、歴史の長さを強調したほか、礼の形成を自然界の季節の運行に擬えるという、
陰陽説を用いた一種の「自然法」的な考え方が窺えるだろう。もちろん、人間の力を否定
するという傾向にも、無作為性の自然に偏重する思想が働いている。この自然は、究極の
ところを言えば、言うまでもなく「道」である。そこで、王安石は、礼と道の関係につい
て、
．．
礼というものは、天の経、地の義であり、治道の極であり、強国の本である101。
と言った。
「天の経、地の義」は、天地の正しくかつ不変の道理であり、礼の根拠でも
ある。さらに、礼は「治道」であって、世を治める道、言い換えれば「政事」の道である。
これこそ、王安石の道の一貫性から見る『周礼義』の本質であると思われる。すなわち、
99

巻八十四「『周礼義』序」、
『臨川先生文集』
、878 頁（惟道之在政事、……莫盛乎成周之時、
其法可行於後世、其文有見于載籍、莫具乎『周官』之書）
。なお、この訳文は、前掲の塚本哲
三編『唐宋八大家文・下』
（漢文叢書、597 頁）を参照した。
100 巻八十四「
『周礼義』序」、
『臨川先生文集』
、878 頁（蓋其因習以崇之、賡續以終之、至於
後世、無以復加、則豈特文武周公之力哉、猶四時之運、陰陽積而成寒暑、非一日也）
。なお、
この訳文は、同上（598 頁）を参照した。
101 『書義』
「商書・仲虺之誥第二」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、78 頁（禮者、天之經、
地之義、治道之極、強國之本也）。
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『周礼義』の中で解釈された礼は、王安石の学において、その核心は政治制度で、国家を
治める「治道」なのである。
『周礼義』の治道に対して、
『書義』は、いわゆる「人道」である。王安石は「河図洛
書義」という文章の中で、
孔子曰く、
「河は図を出し、洛は書を出す。聖人これに則とる」。（中略）図は天
．．
道を示して、書は人道を示す102。
と指摘した。つまり、
『書』は人道を示す経典である。もちろん、この洛水に現れた『書』
は、通常は『書経』を指す場合もあり、とりわけその中の「洪範」篇を指す場合もある。
例えば、班固の『漢書』では、
イ) 禹、洪水を治めて、洛書を錫う。法りて之を陳ぬ。洪範是れなり103。
ロ) 『易』が曰く、
「河は図を出し、洛は書を出す。聖人これに則とる」
。それが
故に、
『書』という書物の起源は、遠い過去からである104。
と示されたように、前者は洛書の「洪範」篇だけを指し、後者は『書』の全体を指して
いる。王安石の場合は、本人が明確に述べはしなかったが、そもそも『書経』の中で「洪
範」篇を最も重視していたに違いない。彼が、名文「洪範伝」を作って自身の政治理念を
論述したばかりでなく、かつて、
『書』の中に天と人の道を言うなら、「洪範」以上のものはない105。
と述べたことさえもある。ここから、王安石の学における『書経』の「洪範」篇の重要
性が見える。それでは、王安石の唱えた『書』の人道の内実は、どのようなものであろう
か。彼は、
『書義』において、

102

巻六十三「河図洛書義」
、
『臨川先生文集』
、673 頁（孔子曰、河出圖、洛出書、聖人則之、
……圖以示天道、書以示人道故也）
。なお、孔子の言葉は、
『周易正義』巻七「繋辞上」
、
『十三
経注疏』
、82 頁。
103 巻二十七上「五行志上」
、
『漢書』
〔漢〕班固〔唐〕顔師古注、中華書局、1964 年、1315 頁
（禹治洪水、賜雒書、法而陳之、洪範是也）
。なお、この訳文は、Web サイトの「黙斎を語る
『朱子学の基本書』」
（2013 年 1 月 28 日アクセス、「周書・洪範」
『書経集註』、
http://mokusai-web.com/shushigakukihonsho/shokyou/shokyou_4_shuusho1_main.html）を参
照した。
104 巻三十「芸文志」
、
『漢書』
、1706 頁。
（易曰、河出圖、雒出書、聖人則之、故書之所起遠矣。）
105 巻六十六「礼楽論」
、
『臨川先生文集』、704 頁（『書』言天人之道、莫大於「洪範」）
。
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．．
「帝」というのは、天徳である。
「王」がこれを受け継ぐ。王は人道であり、
（中
略）上帝を承継するのは、王の事である106。
と、明確に語った。この帝は、すなわち上帝、道のことであって、天徳とされた。そし
て、王はすなわち君主であって、
「人道」と呼ばれた。王が上帝を継承するということは、
王の人道が究極の天の道の体現だということである。ここにおいて、王安石の人道、およ
び人道と天道の関係が明らかに提示された。同様に、彼は「進『洪範』表」の冒頭で、神
宗に対して、
天下の物は、大小に常理があり、前後に秩序があります。これを立てて教えるの
．．．
は、天の道であり、これを述べるのは、人の道であります107。
と論じた。ここでの「人の道」は、やはり君主の道を指すと思われる。後述するように、
宋代の儒者は、近代の民主や平等などの考え方を持っていたわけではない。彼らにとって
理想的な政治とは、仁・義などの価値を実現する賢人政治にほかならない。したがって、
最高権力者の君主を教育して正確な方向に導くことが、最も重要なのである。さらに、君
主は全国の第一人者である以上、万民の模範にもなるはずである。王安石は、「王は人道
である」として、君主に関することを優先的に考えなければならなかった。我々は、彼の
『書経』に対する多くの論述から、この人道をより深めて理解できるかもしれない。例え
ば、
『書義』の中には、
イ) （
『書』は、
）虞・夏・商・周の遺文である108。
ロ) 二帝三王の誥命は、天を称しなかったものはなく、所謂「帝に于て其れ訓は
．
ん」のことである。これは、人が上の天に導かれているからである109。
ハ) 我が帝に訓えれば、すなわち民も我に訓える110。

106

『書義』「周書・召誥第十四」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、174 頁（帝、天德、而
紹之者王、王、人道也、……來紹上帝者、王之事也）
。
107 巻六十六「進『洪範』表」
、
『臨川先生文集』
、704 頁（天下之物、大小有彝、先後有倫、敘
者天之道、敘之者人之道）。
108 巻八十四「
『書義』序」、
『臨川先生文集』
、879 頁（虞夏商周之遺文）
。
109 巻八十四「洪範伝」
、
『臨川先生文集』、691 頁（二帝三王之誥命、未嘗不稱天者、所謂于帝
其訓也、此人之所以化其上也）。なお、
「于帝其訓」という言葉は、
『尚書正義』巻十二「周書・
洪範第六」、
『十三経注疏』
、190 頁。
110 『書義』
「周書・洪範第六」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、116 頁（我訓於帝、民訓
於我）。
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といった文章がある。
「虞夏商周」とは、すなわち二帝三王のことである。
「人が上の天
に導かれて」や「我が帝に訓え」とは、前出の「王が上帝を継承する」とほぼ同じ意味で
ある。つまり、王安石から見れば、先王の遺文を記載する『書経』は、古代の先王が上帝
すなわち道に従って良い政治を行った記録であって、いわゆる君主の道、
「人道」を示す
経典なのである。それは、王安石の学において、
『書義』に代表された「人道」の本質で
あると思われる。
また、
「民も我に訓える」という言葉から、王安石の思想には、君主が万民の模範にな
るべきであることも窺え、道による天・支配者・庶民の一貫性も捉えられるだろう。言う
までもなく、民も儒教政治における極めて重要な要素である。
「君主の道」
・「礼の制度」
を重視した王安石は自身の政治理念として、庶民あるいは社会全体の人々に対する良い
「風俗」の涵養を要請した。これは、三経の『詩義』を作った主な目的であろう。
そもそも『漢書・芸文志』では、
『詩経』の経緯を述べて、
．．
古は、民間の詩歌を集める官吏があり、王がこれらの詩から民間の風俗を観て、
その得失を知り、それを通して自分自身のことを正しく反省する111。
と言って、
『詩経』が民間の風習を記録する書物であることを示唆している。また、漢
代鄭玄の『詩譜序』も、
「武王、紂を伐ち天下を定め、巡守述職、諸国の詩を陳誦し、以
．．
て民の風俗を観る」112とほぼ同様に説明していた。そこで王安石は、『詩経』の「国風」
篇を解説した論文、
「国風解」において、
（各詩の主旨について、
）私は詳しく論じたが、実は、十五か国の順番も、深い
意味を持たなければならない。ああ、『詩』は善悪を順番の基準にしてそれを万
世に示し、尊卑や大小を先後の順番の基準とせず、また礼儀の言を（人々が）常
に従うべき徳目としている。これこそ、乱臣賊子が懼れ、天下の人々が勧められ
る所以である113。

111

巻三十「芸文志」
、『漢書』
、1708 頁（故古有采詩之官、王者所以觀風俗、知得失、自考正
也）
。
112 『毛詩正義』
「詩譜序」、
『十三経注疏』、264 頁（武王伐紂定天下、巡守述職、陳誦諸国之
詩、以観民風俗）。なお、この訳文は、星野恒ほか校訂「毛詩譜序」
『毛詩・尚書』
（漢文大系、
第十二巻、冨山房、1975 年、3 頁）を参照した。
113 巻三十「国風解」
、
『王文公文集』
、351 頁（故余言之甚詳、而十有五國之序、不無微義、嗚
呼、惟其序善惡以示萬世、不以尊卑小大為先後、而取禮之言以為經、此所以亂臣賊子知懼而天
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といって、
『詩経』に反映されたのは良し悪しのある風習であり、尊卑大小という等級
のある礼法制度ではないことが表明された。要するに、王安石の「風俗」は、社会全体に
対する均一的な要請であって、天下の人々に共通して勧告されるものなのである。彼は、
『詩・豳風』の「七月」篇の主旨をまとめて、
（この詩に描かれた美しい社会は）
、いわゆる「之を道くに政を以てし、之を斉
うるに刑を以てする」という方法では到底もたらすことができない。これは、良
き風習によって教化された結果にほかならない114。
と、理想的な社会を作るために、法制や刑罰の外在的な圧力よりも、良き風習の教化の
ほうが重視されるべきであると語った。従来の通説では、王安石がほぼ法制を重視した法
家に近い人物であると見做されている。確かに、彼が法制を強調した面もあるが、やはり
儒者として法よりも徳のほうが上位であるという認識を持っていたように思われる。例え
ば、彼は「原教」という文章で、庶民を教化することについて、
上手な教化とは、庶民の心に触れる力を持ち、見るのでも聞くのでもなく、いわ
．．．．．．．．
ゆる道を以て民を養うことである。下手な教化とは、民の耳目に触れるのみで、
そして民に心まで押し付けて、いわゆる道でもって民に受容を強いることである。
「養う」というのは、すなわち山の中に禽獣が、川の中に魚介が存在するように、
強制せず、極めて自然になることである。「強いる」というのは、すなわち禽獣
を庭園に飼い、魚介を池に入れるようなもので、その強制力が無くなれば、動物
．
も逃げてしまう。
（中略）法令誥戒は飾り物であり、私が云ったのは、本である。
もし本を失って飾り物ばかりを求めれば、何ができるだろうか115。

下勸焉）
。
114 『詩義』
「豳風・七月」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、115 頁（非道之以政、齊之以
刑所能致也、風化而已）
。なお、
「之を道びくに政を以てし、之を斉うるに刑を以てす」という
言葉は、
『論語注疏』巻二「為政第二」、
『十三経注疏』
、2461 頁（子曰、道之以政、齊之以刑、
民免而無恥）。また、
『論語』に関する訳文は、吉川幸次郎『論語』（『増補 吉川幸次郎全集』
第四巻、筑摩書房、1973 年）を参照した。以下同。
115 巻八十七「原教」
、
『臨川先生文集』
、732 頁（善教者浹於民心、而耳目無聞也、以道擾民者
也。不善教者施於民之耳目、而求浹於心、以道強民者也。擾之為言、猶山藪之擾毛羽、川澤之
擾鱗介也、豈有制哉、自然然耳、強之為言、其猶囿毛羽、沼鱗介乎、一失其制、脱然逝矣、……
法令誥戒、文也、吾云爾者、本也、失其本而求之文、吾不知其可也）
。
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と言ったことがある。この話では、庶民を教える二つの方法において、外部の圧力であ
る法制が末、内部感化の教化が本とされており、法家どころか、典型的な儒教の発想が見
られる。さらに、周礼の制度と同じように、教化も自然界に擬えられており、一種の「自
然法」的な考え方が窺える。要するに、人間社会の良い状態と押し付けのない無作為な自
然との間に道が貫いていることで、そもそも関連性が存在するのである。
「道を以て民を
養う」ということからも、風習と道の関係が明確に現れた。そこで、王安石は「
『詩義』
序」の中に、
『詩』という経典は、上といえば道徳に通じ、下といえば礼義に止まり、その教
えの文を見習えば、君子が興り、その道の秩序に従えれば、聖人が作られる116。
と言って、
『詩経』では、良き風習として君子さらに聖人を養成することだけではなく、
もともと道（「道徳」）に基づいた人間社会の正しい風習（「礼義」）を示す経典であると指
摘されている。
上述の『三経新義』のほか、王安石の経学にかかわる重要な著作は、文字を解釈する字
典に当たる『字説』である。文字は、情報を伝える基礎的な道具であって、特に経典の解
釈や政令の発布などに欠かせないものである。王安石の「一道徳」は、つまり文字につい
ての理解の統一を基礎として、その上で、経典解釈と政治行為を展開する方針に沿ってい
る。これについては既存の研究で詳しく論じられているため117、本稿では重複を避ける。
ここでは、
『字説』にかかわる二つのポイントを提示したい。
王安石は、
『字説』を作って神宗に提出するにあたって、
臣（わたくし）は、先帝の時に、許慎の『説文解字』の古代文字を得ました。そ
して、この本を読んで深く考え、文字の本質を究めて解釈し、一生懸命に頑張っ
て、ほぼ納得できたと思います118。
と言って、先帝の英宗時代に、すでに文字について検討したことを明言した。さらに彼
は、
『字説』の発想が、漢代許慎の『説文解字』に基づいたことも教えてくれた。にもか
116

巻八十四「『詩義』序」、
『臨川先生文集』
、878－879 頁（
『詩』上通乎道德、下止乎禮義、
放其言之文、君子以興焉、循其道之序、聖人以成焉）
。
117 前掲、土田健次郎『道学の形成』
、325－331 頁。吾妻重二『宋代思想の研究：儒教・道教・
仏教をめぐる考察』、83－86 頁。
118 巻四十三「進『字説』札子」
、
『臨川先生文集』、456 頁（臣在先帝時、得許慎『説文』古字、
妄嘗覃思、究釋其意、冀因自竭、得見崖略）
。
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かわらず、実際の王安石の文字解釈には、
『説文解字』を参照しながら、王安石なりの特
徴がある。周知のように、
『説文解字』における文字解釈の方法は、いわゆる象形・指事・
会意・形声・転注・仮借という「六書」である。それに対して、王安石の『字説』はその
六書の「会意」――既成の文字を組み合わせること――のみを用いている。例えば、
イ) 正：
「一」に、
「止」まる119。
ロ) 天：
「大」の上に「一」
、天より大きいものはない（一番大きい）120。
ハ) 儒：
「人」が皆「需」要するものである121。
と示されたように、基本的に文字を構造的に解釈するものであった。元代学者の熊朋来
は、
「王荊公の『字説』は、字は皆な会意により、六書なるものが備わっていない」122と、
その特徴を指摘したことがある。そこから、彼の文字解釈が単なる解説だけではなくて、
思想を含んでいることがわかるし、さらに、文字に対する認識には、道への認識と同じく、
一種の構造論的な見方があるように思われる。言い換えれば、道への認識は、王安石の考
え方、すなわち、あらゆるものに対する認識を規定しているのである。
また、彼は「熙寧『字説』序」において、
其（文字）の声の抑揚開塞、合散出入、其の形の衡従曲直、邪正上下、内外左右
は、皆な義有り、皆な自然に出でて、人の私智の能く為す所に非ざるなり123。
と言って、文字の形が帯びている自然性を唱えた。同じような話は、上述の『周礼』や
『詩経』でも現れており、王安石の思想に一種の「自然法」的な考え方が露呈しているよ
うに思われる。総じていえば、構造論であれ「自然法」であれ、その根本的なところは道
の一貫性が信じられていたのである。その故に、
『三経新義』は、この『字説』の解釈を
利用して、王安石の「一道徳」という膨大的な思想・政治の統一運動を支えたのである。

119

前掲、張宗祥『王安石「字説」輯』
、129 頁。（止于一之謂之正）。
同上、45 頁（天大而無上、故一在大上）
。
121 同上、33 頁。
（人皆需之謂之儒）。
122 『経説』巻四〔元〕熊朋来、
『四庫全書』影印文淵閣本（経部・五経総義類）第 184 冊、
298 頁。
（王荊公字説、則字皆會意、無所謂六書）。なお、この訳文は、土田健次郎「王安石に
おける学の構造」
（『道学の形成』、327 頁）を参照した。
123 巻八十四「熙寧『字説』序」
、
『臨川先生文集』、879 頁（其聲之抑揚開塞、合散出入、其形
之衡從曲直、邪正上下、内外左右、皆有義、皆本於自然、非人智所能為也）
。なお、この訳文
は、吾妻重二「王安石『周官新義』の考察」
（『宋代思想の研究：儒教・道教・仏教をめぐる考
察』
、85 頁）を参照した。
120
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要するに、王安石は君主の道である「人道」
、礼の制度である「治道」
、民間風習である
「風俗」という三つの面から、
『書経』
・
『周礼』
・
『詩経』の三経に特別な意味を与えて『三
経新義』を作ったと考えられる。もちろん、
『三経』は絶対的に分別されるべきではなく、
むしろ『字説』による文字への理解も通じているため、根本的に言えば道によって内在的
に一貫するものとされている。ただし、本来は『九経』であるのに、王安石が『易』
・
『春
秋』三伝・
『礼記』
・
『儀礼』に比べて、『書』・
『詩』
・『周礼』を特別に取り扱ったことは、
必ず彼なりの思慮と理由があったように思われる。少なくとも、この『三経』は彼の政治
思想における最も重要な部分と繋がっているはずである。
熙寧二年（1069）二月、王安石は、神宗が「あなたは政策を何から始めるつもりなのか」
という問いに対して、
「風俗を変え、法度を立てることが、当面の急務です」124と答えた。
上述したように、王安石は政策を行う前に講学、すなわち道を正しく認識することを神宗
に強く求めたが、ここでは、道から政治論（政策）に入って「風俗を変え、法度を立てる」
ことを提起した。この二つの要請は、いうまでもなく、
「風俗」と「礼制」のことである。
さらにいえば、君主は、礼の制度においてはトップであり、風習を正す時は庶民の模範と
なる、前近代の政治における極めて重要な存在である。要するに、「人道」
・「治道」・
「風
俗」は、まさに王安石の政治論における中心的な要請である。彼は、儒教経典の『書経』・
『周礼』
・
『詩経』がそれぞれ「人道」
・
「治道」
・
「風俗」を提示する書物であると考え、道
の一貫性によって三経への解釈を整えて『三経新義』を作った。この点から考えると、
『三
経新義』の経学は、一方で儒教経典における「一道徳」の形式であり、他方で王安石の思
想における本体論と政治構想とのつながりだとも言えるのである。

124

巻四「熙寧二年二月庚子」
、
『続資治通鑑長編拾補』
、153 頁（上曰、……不知卿所設施以何
為先、安石曰、變風俗、立法度、方今所急也）。
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まとめ

本章は、王安石の政治思想における本体論、いわゆる「道」について論述した。王安石
にとって、道は究極の原理であり、政治を含むあらゆるものの出発点かつ終着点である。
もちろん、本稿は政治思想についての研究であるため、道における哲学的な概念や論理よ
り、王安石の思考パターンおよび彼の政治構想に影響を与えた道の特徴を、その論述の中
心としている。つまり、第一節に紹介した二分論や統一性、
「自然法」
、五行説、全体と部
分の関係論などの特徴は、王安石の道に対する認識ばかりではなく、実は、彼のあらゆる
ものに対する思考パターンを規定している。というのも、彼は抽象的な道を原理として、
それが世の中のすべてに敷衍するという一貫性を確信していたからである。
そして、第二節では「時」という要素を検討して、不変的な原理たる道と、相対性を有
する時との関係を解明した。王安石の政治思想には、変化や革新を唱える部分もあるが、
実際には、それなりの一貫性が存在している。まさに時という要素は、この問題を解く重
要な思想的な根拠である。さらに、二程子の時に対する認識と比較することによって、両
者の類似性を提示し、王安石の思想をより深く把握することを目指した。
第三節は、王安石の政治思想における方法論として、
「一道徳」という要請を論じた。
本稿は、
「一道徳」が時代的な要請であったという通説を承認した上で、これが王安石の
思想に内在する必然的な要請であったことを主張した。もちろん、この点については王安
石だけではなくて、二程子や朱子もかなり同調していた。要するに、
「一道徳」というテ
ーゼは、道の原理性を信じた「心性の学」の共通した理念である。また、
「一道徳」のシ
ンボルとされた『三経新義』における一貫性にも検討を加えた。本稿は、
『書義』
・『周礼
義』
・
『詩義』が王安石の政治思想における最も重要なテーゼ、すなわち君主の「人道」・
礼制の「治道」
・民衆の「風俗」を示す代表的な経典であることを提示した。
言うまでもなく、漢唐の訓詁学に対して、上述した王安石の経学は、主に自らの政治理
念を表現することに偏重した学問であり、いわゆる義理を重んずる経学である。ただし、
『字説』が作られたことからも、文字を解釈することによって経典を読解するという訓詁
学のパターンが見られることは確かである。
『三経新義』を読めばすぐにわかるように、
王安石の経学は必ずしも訓詁学と異なるものだとは言えない。これについて、すでに清代
学者の全祖望は、
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荊公の経典解釈は、最も漢代の孔安国や鄭玄など諸公の家法を継承して、その言
葉が簡潔でありながら、意が尽くされている。125
と言って、王安石の経学が漢代の訓詁学者の方法を受け継いだことを指摘した。要する
に、王安石の学問には伝統と革新の要素がともに備わっており、やはり一種の過渡期的な
性格を有すると思われる。126もちろん、『字説』という書物には文字の解釈が単なる字の
訓詁ではなくて、
「正：一に止まる」と示されたように、王安石の思想もその中に反映さ
れている。しかも『三経新義』にとっても、義理は第一義的なものである。この義理は、
『三経新義』に代表される経学を通じて、王安石の思想における本体論と政治構想の結節
点となっているのである。

125

巻二十三「荊公周礼新義題詞」
『鮚埼亭集外編』
〔清〕全祖望、
『続修四庫全書』
（集部・別
集類）第 1429 冊、676 頁（荊公解經、最有孔、鄭諸公家法、言簡意賅）
。
126 銭穆氏は、宋代早期の范仲淹や欧陽脩などの学問を「初期宋学」と称し、周敦頤や二程子
などの道学を「二期宋学」と称しているが、これに対して王安石の学は「初期宋学の殿軍」で
あり、まさに「初期と二期の中間」にあると指摘している（前掲、銭穆『中国学術思想史叢論
（五）』
、6 頁）
。
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第三章 王安石の政治構想：士大夫主導の政治

前章で王安石の本体論にあたる「道」を解明した。本章では彼の政治構想について検討
を試みたい。繰り返し説明したように、王安石の政治理念と熙寧変法の間にはずれが存在
しており、それらは必ずしも一致するものとは言えない。たとえ青苗法が『周礼』の「地
官・泉府」篇と関連性があり、もしくは募役法が「天官・叙官」篇にかかわるとしても、
『三経新義』全体の割合を見れば、実際に新法政策に関係した内容はそれほど多くない。
また、
『書義』と『詩義』を考察の視野に入れなければ、王安石思想の全容も捉えがたい。
したがって、本稿では具体的な政策はさて置いて、主に王安石の文集や『三経新義』テキ
ストに基づいて、道および経学から出発した「人道」・「治道」・「風俗」の理念を巡って、
王安石の理想的な政治構想を改めて探究したい。

第一節 君主論

君主は、中国前近代の政治において極めて重要な存在である。王安石も政治構想の一環
として、君主の役割を特別に重視していた。熙寧元年（1068）四月、彼が席次を越えて神
宗に謁見した際、二人の間に下記のような対話が行われた。
帝、
「唐の太宗はどうだ。
」
安石、
「陛下は堯や舜を模範とされるべきです。唐の太宗など、とてもとても。
堯舜の道は、簡を極めながら煩瑣でなく、要を極めながら迂遠でなく、容易を極
めながら難しくありません。ただ末世の学者は堯舜の道が分かっていないので、
高邁でとても及び得ないものだと思っているのです。」1
つまり、そもそも神宗は、唐の太宗のような名君になることを目指して、王安石に意見
を求めた。けれども、王安石は、君主は太宗より伝説上の聖王である堯と舜を学ぶべきだ、

1

巻三十七「王安石変法」
、
『宋史紀事本末』
、325 頁（帝曰、唐太宗何如、曰、陛下當法堯舜、
何以太宗為哉、堯舜之道、至簡而不煩、至要而不迂、至易而不迂、至易而不難、但末世学者不
能通知、以為高不可及耳）
。
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という最も高い基準を神宗に提起した。もちろん、最高基準であるがゆえに、王安石の君
主に対する要請、言い換えれば彼の君主論が理想性を帯びることは避けられなかった。

（一） 無為而治

吉川幸次郎氏は、かつて『論語』の「政を為すに德を以ってせば、譬えば北辰の其の所
に居て、衆星の之れに共うが如し」2という文章に対して、
私によくわからないのは、北極星が、徳による政治の比喩になるのは、他の星は
すべて移動してゆくに反して、北極星だけは、じっと止まって動かない、あたか
も、道徳による政治が、無為であるが如くであり、さればこそ、周囲から尊崇を
得るのだと、古注にも新注にも、述べていることである。道徳による政治が、無
為を属性とするということは、私にはよくわからない。中国の書物を、騒がしい
日本人の心で理解することは、やはり難しいことなのであろうか3。
と言ったことがある。吉川氏が把握できなかったとは、道徳による政治と無為を属性と
することとの内的な関係である。普通、中国の古典思想で無為の政治と言えば、思い浮か
ぶのは、老荘の学や黄老の術といった道家の思想であろう。しかし、
「無為」はそもそも
道家に専属した用語ではなく、
『論語』や『易経』などの儒教経典にもその主張が見られ
る。例えば、
イ) 子曰く、無為にして治むる者は、其れ舜なるか。夫れ何をか為す哉。己を恭
しくして正しく南面するのみ4。
ロ) 子曰く、巍巍たる乎、舜･禹の天下を有せるや。而うして与からず5。
ハ) 子曰く、天何をか言わん哉。四時行わる、百物生ず。天何をか言わん哉6。

2

『論語注疏』巻二「為政第二」、
『十三経注疏』
、2461 頁（為政以德、譬如北辰居其所、而衆
星共之）
。
3 前掲、吉川幸次郎『論語』
、42 頁。
4 『論語注疏』巻十五「衛霊公第十五」
、
『十三経注疏』、2517 頁（子曰、無為而治者、其舜也
與。夫何為哉。恭己正南面而已矣）
。
5 『論語注疏』巻八「泰伯第八」
、『十三経注疏』、2487 頁（子曰、巍巍乎、舜禹之有天下也、
而不與焉）
。
6 『論語注疏』巻十七「陽貨第十七」
、『十三経注疏』、2526 頁（子曰、天何言哉。四時行焉、
百物生焉、天何言哉）
。
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ニ) 黄帝・堯・舜、衣裳を垂れて天下治まる。蓋し諸を乾坤に取る7。
などと示されたように、古代の儒家も「無為」の政治に関与したに違いない。ところが、
儒教の「無為」は、道家のそれとは異なっている。道家が、人間社会のあらゆる政府行為
や倫理の有効性を否定し、自然のままに任せることを主張したのに対して、儒教の「無為」
は、道徳による政治を提唱して、放任主義を取らないように思われる。具体的に言うと、
儒教の「無為」は、道徳倫理の有効性を承認することがその前提であって、そして政府官
僚機構の有効性を否定することもなく、むしろそれが君主（黄帝・堯・舜の例）の行為を
規制するものなのである。もちろん、この問題は吉川氏でさえ捉え難いところであって、
儒家と道家における無為論の比較について、さらに検討する余地があると思われるが、少
なくとも王安石は上記のような態度の持ち主であった。
実は、神宗に対する進言における「堯舜の道は、簡を極めながら煩瑣でなく」、
「容易を
極めながら難しく」ないという言葉からも、王安石が孔子のように先王の堯・舜を無為の
君に設定して、堯舜の道にも無為な性格が存在することを示唆したと考えられる。また、
王安石は「洪範伝」において、
王が王に為る所以は、卿士（執政の大臣）や師尹（各省庁の長官）などが（政事
を）行って、王が無為（にして治まる）からである8。
と言って、君主が無為にして天下を治めるべきだとを唱えた。ここで、王安石の説いた
「無為」というものは、道家のように天下を無為にして自然状態にさせることではない。
彼はすでに「卿士」や「師尹」が有為にして政事を行うことを強調していたため、官僚制
の有効性を認めていたのは明らかである。ただし、君主は無為にすべきであるから、主と
して「君主の無為」
・
「大臣の有為」という二分された対立構図が現れた。言い換えれば、
王安石の説いた「無為」は、政府官僚制の有効性を承認したうえで、主として君主一人だ
けに勧められたものである。例えば、彼が『書義』の中で、

7

『周易正義』巻八「繋辞下」、
『十三経注疏』
、87 頁（黄帝堯舜垂衣裳而天下治、蓋取諸乾坤）
。
巻六十五「洪範伝」、
『臨川先生文集』、696 頁（王之所以為王、亦以卿士、師尹之有行、而
王無為也）
。
8
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君の道は、人材の選抜を職務とする。即ち、上（君主）は必ず無為にして天下の
人材を用いて、下（大臣や官僚）は必ず有為にして天下のために用いられる。こ
れは、君と臣の職分である9。
と言って、君主の職務を主に人材の選抜に限って、それ以外のことを選ばれた人材に任
せて、君主が無為にすれば良いと主張した。後述する制度論で言及するように、王安石の
政治的主張はこの面において、まさしく唐宋変革によって強化された皇帝独裁権力と 10、
正反対の方向を目指した君権抑制の論である。彼は、『詩経』の「棫樸」篇に対する解釈
で、周の文王を称えて、
文王はそれほど人材を得て大成功を収めたが、自分がまた何を為しただろうか。
いわゆる「勉勉たる我が王」は、綱紀（国家を治まる根本の原則や法律、制度）
を守ることにほかならない11。
と語って、古代の聖王たる文王が無為の君主であったというイメージを作り、これを歴
史的な根拠として自身の主張を固めた。要するに、周の文王は、人材を得て政事を任せ、
自らは君主として根本的な原則や制度を守るだけで、無為にして国を治めたという。それ
ゆえ、国家の政治運営において、君主の権限がある程度制限され、強力な政治決定権や政
策の執行権などが基本的に大臣や官僚に握られて、一種の象徴君主制に近い政治構造が浮
かび上がった。もちろん、前近代の北宋は法治主義の国家ではなかったし、様々な面から
見ても、それは近代の立憲君主制とは言えない。ただし、世襲の君主を強力な政治決定権
から外して「無為」にさせ、政治決定権と執行権を非世襲かつ知識エリートの大臣や官僚
に委ねるという政治構想は、あの君主独裁権が実質的に拡張されつつあった時代ばかりか、
今日に至ってもそれなりの合理性を見出すことが可能であろう。
すると、王安石の構想で人材を選んで政務を委任した後、君主は何をすべきだろうか。
彼は神宗に対して、依然として作られた歴史的な言説を述べて、
9

『書義』
「周書・立政第十一」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、201 頁（君道以擇人為職、
上必無為而用天下、下必有為而天下用、此君臣之分也）。
10 唐宋変革による皇帝独裁政治の強化については、前掲、内藤湖南「概括的唐宋時代観」
、
『内
藤湖南全集』第 8 巻、111－119 頁。また、宮崎市定「東洋的近世」、
『宮崎市定全集』第 2 巻、
岩波書店、1950 年、175－194 頁（初刊は教育タイムズ社、1950 年）。
11 『詩義』
「大雅・文王之什・棫樸」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、229 頁（文王之得人
成就如此、文王又何為哉、勉勉我王、以執其綱紀而已）。なお、
「勉勉たる我が王」という言葉
は、
『毛詩正義』巻十六之三「大雅・文王之什・棫樸」、
『十三経注疏』、515 頁（勉勉我王、綱
紀四方）
。
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．．
堯・舜・文王・武王は皆、窮理して問うことを好み、人材を択んで官位を与えて、
．．
それらの人材を自分の助けにしました。その意はすなわち、王者の職務は、道を
．．．
論ずることであって、政事を担当することではないのです。また、（王者の職務
は）人材を択んで官位を与えることであって、自ら意思決定を行うことではあり
ません。陛下が堯・舜・文王・武王を学び、聖人の功を天下に見せるように願っ
ております12。
と言って、君主は無為にして道を論ずるべきであると説いた。第一章で紹介したように、
王安石が神宗に初めて会った時に、講学を勧めたことがある。この「講学」は、学問を講
じることによって道を明らかに把握するという、いわゆる「道を論ずる」ことである。さ
らに、
「道を論ずる」こととは具体的に何を指すかというと、熙寧三年（1070）十一月、
王安石は、交趾国（現在のベトナム北部に存在した国）との外交関係について、神宗と意
見を交わすにあたって、
蓋し天下の憂いは、戦場に在らず、朝廷に在ります。さらにいえば、朝廷にも在
．．．．．

らず、人君の「方寸の地」に在ります。それゆえ、先王は道を論ずることに詳しく、
．．．．
政事を相談することに疎くて、急いで心を養い、緩やかに人を治めるのでございま
す13。

と指摘した。
「方寸の地」とは、心臓のことである。要するに、君主にとって最も重要
なのは、政事や人を治めることに精通する能力ではなくて、大切なのは、道を論じて心を
養うこと、言い換えれば、修身のことなのである。上述のように、王安石の学問における
道は、究極の原理であるとともに、人間の本性・心にもつながっている。それゆえ、道を
論ずることは、窮理でもあり、心性を究めることでもある。この論は、非常に朱子学の主
張と似通っており、言うまでもなく、王安石の学問も心性道徳を重視していたのである。
彼の論述を考察すればわかるように、

12

巻四十一「論館職札子一」
、『臨川先生文集』
、443 頁（自堯舜文武、皆好問以窮理、擇人而
官之以自助、其意以為王者之職、在於論道、而不在於任事、在於擇人而官之、而不在於自用。
愿陛下以堯舜文武為法、則聖人之功必見於天下）
。
13 巻二百十七「神宗熙寧三年十一月乙卯」
、
『続資治通鑑長編』
、5286 頁（蓋天下之憂、不在於
疆場、而在於朝廷、不在於朝廷、而在於人君方寸之地、故先王詳於論道而略於議事、急於養心
而緩於治人）。
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イ) 人君は、股肱の臣が良いこと、かつ庶務が整えられることを願うとすれば、
他ならぬ善を明らかにすることに在ります14。
ロ) 王は、
「礼に非ざれば視ること勿かれ、礼に非ざれば聴くこと勿かれ」であ
るべきである15。
ハ) 王は、美しい事柄は小さくとも、為さざることは無い。また、悪事は小さく
とも、去らざることは無い16。
ニ) 商の成湯が寛大かつ仁愛の有徳者に成った所以は、その根本的な所を言えば、
即ち雑念を払って寡欲で、天下を渺然に見ることに在る17。
と、君主に対する要請としては、能力や知恵より、「善」・
「礼」
・「美」・
「寛大仁愛」と
いった儒教の道徳的な人格が強調された。総じていえば、儒教の道徳を備えた君主は、具
体的な政事を大臣や官僚に委任して、自らが「雑念を払って寡欲」で、無為にして天下を
治めるのである。したがって、君主は、その優劣が道徳の基準において規定されて、実際
の権力や責任は軽く、むしろ国家の統一性を示し、国民全体の道徳的な模範であって、名
実とも国家と国民を象徴する存在となる。
もちろん、詳しくは後述するが、王安石の無為論は、コインの両面のように、官僚制の
有効性を強化する面も持っている。ここで改めて強調したいのは、王安石はしばしば老荘
の学を真似たという非難を受けたが18、少なくとも、彼の無為論については、道家からの
影響が多くはなかったと思われる点である。例えば、彼は「太古」という文章において、
老子の自然放任の説に対して、
太古の道を万世に行うことができるというのであれば、なぜ聖人は人々のために、
礼楽刑政を作ったのだろうか。
（聖人は）人々のために必ず礼楽刑政を作ったの

14

巻六十二「答聖問賡歌事」
、『臨川先生文集』
、661 頁（人君欲股肱良而庶事康、不在乎他、
在明乎善而已）
。
15 『周礼義』巻五「天官冢宰一・閽人」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、163 頁（王宜非
禮勿視、非禮勿聽）
。なお、
「礼に非ざれば視ること勿かれ、礼に非ざれば聴くこと勿かれ」と
いう言葉は、『論語注疏』巻十二「顔淵第十二」
、『十三経注疏』
、2502 頁（子曰、非禮勿視、
非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動）。
16 『周礼義』巻六「地官司徒二・師氏」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、201 頁（王無一
媺之弗為、無一惡之弗去）
。
17 『書義』
「商書・仲虺之誥第二」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、76 頁（湯之所以能成
寬仁之德者、其本則自於清净寡欲、渺然天下）。
18 前掲「三経新義援異端入注」
（「三経新義評論輯類」）
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、
673-682、711 頁。
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は、太古の道は通用しえないからである。それゆえ、太古の自然状態に戻せとい
う説は、言い換えれば、既に禽獣から離れた人間社会を、再び禽獣に戻すことで
あって、人間社会の教化にとっては何の役にも立たない19。
と、明確に反対の意を表明した。すなわち、王安石の無為論には、そもそも皇帝権力の
膨張を制限し、皇帝の行為を儒教的な規範に導こうという狙いがあるのであって、道家の
ような放任主義への支持は基本的に見当たらない。

（二） 大臣との関係について

王安石の無為論が「君主の無為」
・
「大臣の有為」という対立図式で現れた以上、その君
主論における、君主と大臣の関係にも触れなければならない。その問題に関して、王安石
はやはり「道」を掲げた。簡単に言うと、王安石は君主と大臣が道に基づいて相互関係に
あるべきだと主張した。
現存の文集を読むと、王安石は自身と神宗の関係について、たびたび道という基準に照
らして発言したことがわかる。その多くは、官職の就任・辞任の際、自己の意思を表明し
た「所信表明」に類似したような文章であって、いうまでもなく彼自身の志を述べていた
と思われる。例えば、
イ) 道を以て君に仕えることは、誠に臣（わたくし）の平素の信念です20。
ロ) （わたくしは、）遠謀をめぐらして国家を経営することに関して言えば、確
かに昔の賢者に及ばず恥じていますが、もし直道を守って君に仕えたことに
関して言えば、必ず平素の信念を裏切らないように努力します21。
ハ) （わたくしは、）「学ぶものは己の為にし」と知り、時に趣くことが苦手であ
って、また道を以て君に仕えることを聞き、
（道を曲げて）ただ大勢の人々
に従うことなど理解できません22。

19

巻六十九「太古」
、
『臨川先生文集』
、731 頁（太古之道果可行之萬世、聖人惡用制作於期間、
必制作於期間、為太古之不可行也、顧欲引而歸之、是去禽獸而之禽獸、奚補於化哉）
。
20 巻四十四「乞解機務札子二」
、
『臨川先生文集』
、462 頁（以道事君、誠為臣之素守）
。
21 巻五十七「除参知政事謝表」
、
『臨川先生文集』
、614 頁（遠猷經國、雖或媿於前修、直道事
君、期不隳於素守）。
22 巻五十七「辞免平章事監修国史表一」
、
『臨川先生文集』、614 頁（知學以為己、而昧於趣時、
聞以道事君、而謬於合眾）
。なお、
「学ぶ者は己の為にし」という言葉は、
『論語注疏』巻十四
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．．
ニ) （わたくしは、）ただ君に仕える大義については、自己に対して恥じるとこ
ろはほぼございません23。
と示されたように、王安石は道（「大義」）を君臣関係の基礎と見做し、しかも神宗との
付き合いにあたって、この道の原則を厳守していた。これは、あくまでも孟子からの影響
であったと考えられる。
日本では、儒教（あるいは朱子学）的な君臣道徳が単なる臣下の道徳とされがちである
が、そもそも中国では、古代からいわゆる「父子天合、君臣義合」という根本的な言説が
存在し、君臣道徳は君と臣の両方に義務付けられたものである24。王安石も君臣関係にお
いて、
「君臣の大義にはそれなりのやり方があり、父子のような絶え間のない至恩とは異
なる」25といって、まずその伝統を受け継いだ。彼は、早くも嘉祐六年（1061）六月、当
時の仁宗に対して、
蓋し君上が臣下を視ることは、賤しい犬馬の如くでなければ、臣下が君上に報い
ることも、高い山の如くでございます26。
と進言し、実に孟子の言葉を引用して27、君主が臣下からの尊重を得るためには、臣下
にも同じ尊重を与えるべきだと指摘した。つまり、君主と臣下の関係は、
「義」によって
結ばれるものであって、臣下の君主に対する一方的な忠誠・奉仕ではなくて、君主にも課
せられた「義」務があるという。この少し前に王安石は「上仁宗皇帝言事書」という名文
において、先王の例を挙げながら、君主の大臣に対する義務を論じて、

「憲問第十四」
、『十三経注疏』
、2512 頁（子曰、古之學者為己、今之學者為人）
。
23 巻五十九「賜生日礼物謝表二」
、
『臨川先生文集』
、634 頁（獨事君之大義、庶幾無慚）。
24 これについて、例えば島田虔次氏は、
「わが国で朱子学的な君臣道徳あるいは臣下の道徳と
されているもの、……朱子学ほんらいの考え方、朱子学理論、であったようには思えない。…
…『父子天合、君臣義合』が儒教の基礎定理であり、朱子学もその外に出るものではなかった」
と論じたことがある（島田虔次『朱子学と陽明学』岩波書店、1967 年、97 頁）
。
25 巻五十七「除平章事監修国史謝表」
、
『臨川先生文集』、615 頁（君臣之大義有方、非若父子
之至恩無間）。
26 巻五十六「除知制誥謝表」
、『臨川先生文集』
、610 頁（蓋君之視臣、不使同犬馬之賤、則下
之報上、亦欲致岡陵之崇）
。
27 孟子の言葉は、
「君の臣を視ること手足の如くなれば、則ち臣の君を視ること腹心の如し。
君の臣を視ること犬馬の如くなれば、則ち臣の君を視ること国人の如し。君の臣を視ること土
芥の如くなれば、則ち臣の君を視ること寇讐の如し」という。
『孟子注疏』巻八下「離婁章句
下」、
『十三経注疏』
、2726 頁（孟子告齊宣王曰、君之視臣如手足、則臣視君如腹心、君之視臣
如犬馬、則臣視君如國人、君之視臣如土芥、則臣視君如寇讎）
。
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．．．．
当時の人君また能く其の大臣と、其の耳目心力を尽くし、至誠惻怛をもって思念
して之を行う。此れ其の人臣の疑いなくして、天下国家の事に於いては為さんと
欲して得ざる所無かりし所以なり28。
と述べた。ここで王安石は、君主が誠意を持って大臣に全面的な信任を与え、大臣の国
政運営に最大限の協力を惜しまないように要請した。これは、上述した「君主の無為」
・
「大
臣の有為」という構想にも完全に合致している。要するに、権威を持つ君主は、優れた大
臣を信用して支持することが重要であり、その上で、実際の国務を大臣に任せればよいと
いうことである。彼は「委任」という政治論文で同様の議論を展開し、
人主にとっては、
「委任」が一番難しい。人臣にとっては、「塞責」
（責任を果た
．．
すこと）が一番重い。
（中略）人主は誠意を持って（政事を）委ねるならば、人
臣もその誠意を尽くす。人主は責任の重い仕事を任せれば、人臣もその重責を担
うのである29。
と指摘した。君主が国政を委任するということは、大臣に責任を負わせるということで
ある。さらに王安石が「誠意」という言葉を繰り返し強調したことも見過ごしてはならな
い。つまり、君の「委任」とか臣の「塞責」は、あくまでも政治権力の分配の問題、ある
いは政治構造の問題である。しかし、王安石はそれらの問題に止まらない。彼がさらに追
求したのは、君主が権力に対して私欲を離れ、謙遜にかつ真心を持って大臣と協力すると
いう理想であろう。つまり、確かに王安石は政治秩序や政治構造を重視したが、そのうえ
でかれは、政治倫理を一層実現しようとしたことも考えられるのである。
「誠意」という
言葉には、君主の真心や敬意、謙遜、無私などの人格も含まれており、まさしく「君臣の
大義」に見合うことである。
上述の通り、王安石にとって君主が道を論ずることは、窮理でもあり心性を究めること
でもある。そこで王安石が説いた「君臣の大義」は、古代儒教から伝わった訓戒や規範と
いった外在的要請とともに、人に内在する自発的な倫理であるとも見られる。というのは、
王安石にとって人間性は道につながっているので、君主であれ庶民であれ、この立場から

28

巻三十九「上仁宗皇帝言事書」、
『臨川先生文集』
、414 頁（當時人君、又能與其大臣、悉其
耳目心力、至誠惻怛、思念而行之、此其人臣所以无疑於天下国家之事、無所欲為而不可得也）。
29 巻六十九「委任」
、『臨川先生文集』
、736 頁（人主以委任為難、人臣以塞責為重、……委之
誠者、人亦輸其誠、任之重者、人亦荷其重）
。
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見れば皆な同じである。少なくとも原理にあたっては、彼は人間性（社会的地位・身分で
はない）の平等を承認していた。したがって、君主も窮理・尽性を行わなければならない。

それは、
『大学』の八条目（致知・格物・正心・誠意・修身・斉家・治国・平天下）を唱え
た道学者と少しも変わらず、いわゆる古代の訓詁学から心性の学へと発展する宋代儒学の
新しい風潮である。そこからは、王安石が学問における心性道徳を重視した側面、あるい
は政治倫理を強調したことが窺える。
一方、王安石は大臣の君主に対応する義務も語っていた。その論では、士大夫のアイデ
ンティティーをかなり自覚しており、宋代士大夫の自信に満ちていたことが見られる。彼
は、まず大臣が君主の言うままに従うことを明確に拒んだ。
或る論者は、君主に仕える際、
（臣下は君主から）
「左に行け」と命じられれば左
に行き、
「右に行け」と命じられれば右に行くべきであって、しかも君主の命令
である以上、死をもたらすような損害であっても避けてはならず、病気になるよ
．
うな苦労であっても断ってはいけないと言った。彼らは、それこそ臣下の義であ
ると思っていた。しかし私は、それは正しくないと思う30。
つまり、単に君主の意思に従うのは、義に合う行為とは言えない。そうすると、どのよ
うにすれば、
「臣下の義」と言えるだろうか。王安石は、
『詩・邶風』の「北門」篇への解
釈にあたって、
人臣はその君に仕えることで、
（中略）もし有道の士であれば、道に合えば（君
主に）従い、道に合わなければ（君主のもとを）去る31。
と主張した。要するに、臣下にとって、君主の上にもまた「道」がある。そして、臣下
が君主の命令に従うべきかどうかの判断の基準は、道に合うかどうかなのである。もし道
に合わなければ、臣下は君主に従うどころか、そのもとから去ればよいという。
「君主の
もとを去る」というのは、言い換えれば、君臣関係を解約することを意味するのであろう。
この契約関係のような君臣論には、言うまでもなく孟子思想の流れが見られる。孟子は
かつて、
「君過有れば、則ち諌め、之を反覆して聴かざれば則ち去る」32と言ったことが
30

巻七十四「上曾参政書」
、
『臨川先生文集』
、781 頁（論者或以為事君、使之左則左、使之右
則右、害有至於死而不敢避、勞有至於病而不敢辭者、人臣之義也、某竊以為不然）。
31 『詩義』
「邶風・北門」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、41 頁（人臣事是君、……若有
道之士、道合則從、不合則去）
。
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．
．．
ある。朱子の『孟子集註』では、この条を「君臣は義をもって合ふものである。だから（も
し義に）合はなければ去るのである」33と解説した。王安石もやはり「義合」の思想を受
け継いで、君と臣の関係は、道によって結ばれた一種の契約関係と見做した。もし君主の
行為が道に合わなければ、君臣関係が自然に解約されて、臣下も君主に対する義務を負わ
なくなるとされる。彼は、
『書・泰誓中』にある「周親有りと雖も、仁人に如かず」とい
う文章に対して、
ここの「仁人」は、微子のことを指して謂う。すなわち、微子は紂王が無道であ
．．．．．．
り、そして周の武王が有道であると思って、紂王を去って我ら（周）のところに
帰した。それは、紂王の至親が多くとも、我ら（周）の仁人を獲得したことには
及ばない、ということである34。
と解釈し、紂王の臣下である微子は、自分の君主が無道だから去ってしまって、有道の
周の武王に帰したという。それとは対照的に、旧来の注疏では、単に「たとい紂王の至親
が多くとも、周家の僅かの仁人には及ばない」35と説明され、特別に微子などの人物が指
し示されていたわけではない。つまり、この新しい解釈に、王安石は「義合」の原則を守
った微子という人間像を挿し込んだのである。ここで、微子にとって紂王か周の武王かと
いう選択は、道に合うか、それとも道から外れるかということを求めているのにほかなら
ない。したがって、道に基づいて、責任を持って（「塞責」）政事を行う（「有為」）ことは、
王安石のいわゆる「臣下の義」における最も重要な内容なのである。
もちろん、君主の行為を道に合わせるために、君主を教育することも無視できない。王
安石は、この教育の責任も大臣にあると主張した。つまり、
「君主は師を得なければ、君
主に為る所以を知らぬ」36からであって、士大夫の大臣が「師」としての責任を果たさな
ければならないのである。熙寧元年（1068）四月、王安石は、翰林学士兼侍講（皇帝の秘
32

『孟子注疏』巻十下「萬章章句下」、
『十三経注疏』
、2746 頁(君有過則諫、反覆之而不聽、
則去）。
33 『孟子集注』巻十「萬章章句下」
、
『四書章句集注』
〔宋〕朱熹、中華書局、1983 年、324 頁
（君臣義合、不合則去）
。なお、朱子『四書章句集注』に関する訳文は、小林日出夫編『四書
集注』（朱子学大系、第七・八巻、明徳出版社、1974 年）を参照した。以下同。
34 『書義』
「周書・泰誓中第二」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、103 頁（指微子而言、謂
微子之徒以紂為無道而周有道、故去紂而歸我、此所以紂雖有至親而不如我之獲仁人也）。
35 『尚書正義』巻十一「周書・泰誓中第二」
、
『十三経注疏』、181 頁(雖有周親、不如仁人、言
紂至親雖多、不如周家之少仁人) 。なお、この訳文は、吉川幸次郎『尚書正義』
（『増補 吉川
幸次郎全集』第九巻、筑摩書房、1974 年、207－208 頁）を参照した。
36 巻七十七「請杜醇先生入県学書一」
、
『臨川先生文集』、814 頁（君不得師、不知所以為君）。
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書兼教師）を務めた時、ふだん講官が立って皇帝に講義をすることについて、修正案を提

出し、
（我々は）故事を訪ねると、（太祖や太宗の時代では）侍者と講者は皆な着座を
賜ります。ただし、乾興（1022）以降は、講者は始めて立ち、侍者は座ったまま
で皇帝と一緒に講義を聴きます。臣（わたくし）たちは、侍者が立っていても構
いませんが、講者のほうが座るべきであると思います。この議案を礼官に検討さ
せるようお願いいたします37。
と、今後は大臣が座って皇帝に講義することを求めた。これは、いわゆる「道を伝える
者は、師の立場に近い」38ということであって、その裏には儒臣の地位を尊び、師の尊厳
を強調しようという王安石の意図が見られる。つまり、道はあらゆるものの原理であるた
め、君主も道を守るべきなのである。その一方で、道を伝えるのは儒学の士大夫であり、
言い換えれば、儒者は道統の代表者であるため、その立場で儒者・士大夫は君主より優位
なのである。
彼は「召公論」という文章で、古代の賢臣である召公を君主の師として論じ、
召公は、坐って道を論じ、周の成王を補佐する者である。彼が朝夕、成王の心を
導いた言葉は、歴史書にすべて記載されたわけはない39。
と言った。この話から、王安石が唱えた君主の師の様子が描かれた。つまり、儒臣は君
主を補佐するものと同時に、君主の師でもある。彼らは、自分のプライドを保ち、君主の
前に座って道を論じ、しかも君主の心を導く責任を持っているのだという。この「帝王の
師」という理念は、政治上、非常に大きな意味を有していると思われる。余英時氏はかつ
て、古代中国において君主の至高権力をけん制する要素は、すなわち「儒教の天・道・理」、
「王朝の伝統」
、
「宰相をはじめとする官僚制度」の三つであると指摘した40。その一番目
の要素は、具体的に言えば、儒教は君主の上に最高原理である「道」を置き、また、道に
37

巻三上「神宗熙寧元年四月庚申」
、
『続資治通鑑長編拾補』
、96 頁（庚申、翰林学士兼侍讀呂
公著、翰林学士兼侍講王安石等言、竊尋故事、侍講者皆賜坐、自乾興後、講者始立、而侍者皆
坐聽、臣等竊謂侍者可賜立、而講者當賜坐、乞付禮官官考議）
。
38 その議論について、姜鵬「北宋経筵中的師道実践」
（『学術研究』2009 年第 7 期）を参照。
39 集外輯編巻一「召公論」
（
『歴代名賢確論』巻九）
、
『王荊公文集箋注』、2178 頁（召公、坐而
論道以相成王者也、其朝夕所以開王心者、史能悉記之乎）
。
40 余英時「
『君尊臣卑』下的君権與相権」『歴史与思想』聯経出版事業公司、1976 年、47－75
頁。

85

対する解釈権（いわゆる「道統」）が儒者に握られていたので、儒者が施した教育によって、
儒教の理念に相応しい君主を作るということである。つまり、ここで王安石は、教育を経
て儒教の理念を君主の頭に浸透させ、君主の心を導き、君主権力の暴走を防止するという
政治構想を提起した。これも、後で登場した朱子学の理念と一致している。
このようして、王安石は帝王の師に代表された「道統」と「大臣の有為」を論じること
によって、最高原理に対する解釈権と実際の政治権力を、両方とも儒学の教養を備えた士
大夫のもとに帰した。そして、彼はさらに一歩を進んで、君臣関係への大胆な再解釈を試
みた。
もし道隆徳峻（すなわち、道に高くて徳行に優れた）者があれば、
（彼らは）また
天子に用いられたということに止まらない。実は、
（相手は）天子であっても、
北面の礼を持って問われるべきであるし、双方が賓主の立場を交換しても差し支
えない41。
周知の通り、
「北面」は臣下の礼である。要するに、王安石は、道に高い儒臣であれば、
天子こそ謙遜な気持ちで「北面の礼」を持って教えを乞うべきであり、そればかりか、君
臣の双方が賓（客）と主（主人）の立場を交換しても問題ない、と堂々と述べたのである。
もちろん、同じような話は、例えば『礼記』には、天子は師を北面させないという古代の
定めも書かれており42、また『晋書』には、王祥という人物は師として南面し、天子が北
面してその教えを乞ったというエピソードもある43。すなわち、古代中国においては、尊
い天子であっても、師あるいは有道の士に敬意を払うべきであるとする言説は、確かにま
れではない。ただし、それに対して、王安石の論は単に天子の払うべき敬意を強調するだ
けに止まらない。
「賓主の立場を交換しても」良いという言葉は、言い換えれば、君主よ
りも「道統」を持つ儒臣のほうが時代の主役であることを示唆していた。

41

巻八十二「虔州学記」、
『臨川先生文集』
、858 頁（若夫道隆而德峻者、又不止此、雖天子北
面而問焉、而與之迭為賓主）。
42 『礼記正義』巻三十六「学記第十八」
、
『十三経注疏』、1524 頁(大學之禮、雖詔於天子、無
北面、所以尊師也、尊師重道焉、不使處臣位也、武王踐祚、召師尚父而問焉、曰、昔黄帝、顓
頊之道存乎意、亦忽不可得見與、師尚父曰、在丹書、王欲聞之、則齊矣、王齊三日、端冕、師
尚父亦端冕、奉書而入、負屏而立、王下堂南面而立、師尚父曰、先王之道不北面、王行西、折
而南、東面而立、師尚父西面道書之言) 。
43 巻三十三「王祥伝」
、
『晋書』〔唐〕房玄齢ほか、中華書局、1974 年、988 頁（天子幸太學、
命祥為三老、祥南面几杖、以師道自居、天子北面乞言、祥陳明王聖帝君臣政化之要以訓之、聞
者莫不砥礪）。
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この論を、士大夫のアイデンティティーが高まった宋代という時代背景において考察す
れば、王安石をはじめとする宋代士大夫の「道を以て自任す」自負心、かつ「天下を以て
己の任と為す」責任感が明確に見られるだろう。また、道との繋がりで臣を君の上位に位
置するという王安石の議論は、前近代の儒教中国において、ダイナミズムに富み、まさに
君臣関係を論じた思想の到達しうる限界点に達したものであるように思われる。

（三） 庶民との関係について

王安石の君主論を捉えるためには、「民」の要素も考えなければならない。王安石の民
に対する認識も、主に儒教の民本思想の伝統を汲んでいた。彼は、『書・堯典』への注釈
の中で天子の「位」を説明して、
「位」というのは、
「人」の「立」てるものである44。
と言った。上述のように、王安石の『字説』では、ほぼ会意の方法で漢字を構造的に解
釈している。この「位」の文字も、
「人」と「立」との組み合わせによってなっていると
いう。すなわち、王安石にとって天子の位は、人々（民衆）から擁立されるものなのであ
る。ここで、天子はカリスマ的な存在としてではなくて、人々の擁立、言い換えれば民意
によるものであることが強調された。また、王安石は『書・湯誥』にある「天命僭はず、
賁として草木の若く、兆民允に殖す」という文章に対して、
．
．．
殷の湯王が天命を受けたということは、天から与えられて、そして人から立てら
れたのである。それゆえに「天命僭はず、賁として草木の若く、兆民允に殖す」
．
．．
と言う。民から立てられたものを見れば、即ち天から与えられたものを知る 45。
と解釈した。王安石は結局、天命の説を経て、殷の湯王の位を民衆から立てられたもの
に帰した。要するに、天子は天命を言いながらも、実際のところは、民衆から擁立される
ものである。言うまでもなく、その裏側には、天命は民衆意思の反映でしかないという考
えがある。例えば、彼は「郊宗議」という文章においても、

44

『書義』「虞書・堯典第一」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、13 頁（位者、人之所立）。
『書義』「商書・湯誥第三」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、80 頁（湯之受命也、天與
之、人立之、故曰「天命弗僭、賁若草木、兆民允殖」
、觀民之所立、則知天之所與矣）。
45
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天は、民より視るかつ聴くものである。いわゆる「天を得る」とは、民を得るこ
とにほかならない46。
と指摘して、天命と民意との対応関係を明確に提示した。そもそも、
『尚書・泰誓中』
には「天の視るは我が民の視るに自ひ、天の聴くは我が民の聴くに自ふ」47という言い方
があり、これは古代中国から伝わった民本思想における重要な言説である。王安石はこの
ような民本思想を受け継いだのである。したがって、彼は君主が民のために考えて、
イ) 自分を養うに薄く、人を養うに厚い、これは王の徳と言う48。
ロ) 民が困窮するならば、すなわち君の恥である49。
と主張した。第一章で説明した通り、王安石にとって多数の人々は、君子でもなくて小
人でもなく、結局は平凡な人間であり、彼らの道徳水準も生活の豊かさにつながっている。
したがって、民の利益を守ることは、すなわち国家の道義を実現することである。「王の
徳」という表現からも、民に利益を与えることを孕んだ政治の倫理性が読み取れる。この
ように、君主が自分より民のことを優先すべきであるという論は、依然として、孟子の唱
えた「民為貴」
（民を貴しと為し）の説に合致している50。その一方で王安石は、君主が天
命ばかりを掲げて実際の民意を軽視することを戒めて、
後世に至って、
（君主は）
「上天を矯誣し、以て命を下に布く」ことをしながら、
人々に反乱を起こさせないように求めるのは、難しいではないか51。
と述べた。
「上天を矯誣し、以て命を下に布く」は、天の意思を偽って命令を下すとい
うことである。要するに、君主が民意を無視して勝手な行動を取るようであれば、民衆も
その支配を認めず、反乱を起こしかねないというのである。これは、いわゆる「王権神授

46

巻六十二「郊宗議」、
『臨川先生文集』、660 頁（天自民視聽者也、所謂得天、得民而已）
。
『尚書正義』巻十一「周書・泰誓中第二」、
『十三経注疏』、181 頁(天視自我民視、天聽自我
民聽)。
48 『周礼義』巻七「地官司徒二・沢虞」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、263 頁（所以自
養取薄、所以養人從厚、夫是之謂王德）。
49 『詩義』
「小雅・谷風」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、186 頁（民之窮則君之羞）
。
50 「民を貴しと為し、社稷これに次ぎ、君を軽しと為す」
。
『孟子注疏』巻十四上「盡心章句
下」、
『十三経注疏』、2774 頁（民為貴、社稷次之、君為軽）。
51 巻六十五「洪範伝」
、
『臨川先生文集』、691－692 頁（及至後世、矯誣上天以布命于下、而欲
人之弗叛也、不亦難乎）
。なお、「上天を矯誣し、以て命を下に布く」という言葉は、『尚書正
義』巻八「商書・仲虺之誥第二」、
『十三経注疏』
、161 頁(夏王有罪、矯誣上天、以布命于下) 。
47
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説」へのアンチテーゼであって、やはり君主独裁制の強化という当時の北宋の現実に対し
て、君主権力の暴走への警告でもあろう。
しかも、民衆の反乱までをも取り上げたことには、孟子などの説いた「放伐」
（無道な
君主を討伐して追放すること）の思想の影響も窺える52。もちろん、中国の歴史において、

下剋上の放伐を行ったのは、庶民の例（漢の高祖、明の洪武帝など）もあれば、臣下の例
（殷の湯王、周の武王など）もあり、必ずしも君主と民衆の関係とは言えない。

王安石は、
『書経』に記載された湯王が夏の桀を追放した、という史上最初の放伐事件
について、
イ) 一般の常識から言えば、臣下が君主を討伐するなど、乱暴な行為となる疑い
もある。しかし、天命から言えば、湯はいわゆる「天吏」であるので、
「乱」
という言葉で称するのは適当ではない53。
ロ) 夏の桀には討伐すべき罪がある。それ故に、湯と伊尹は亳（地名）で策謀し、
討伐に赴いてしまった。だから、武力衝突を起こした責任は、実は夏王朝に
ある54。
と論じた。
「天吏」とは、
『孟子』から出てきた言葉であり、55すなわち天から使わされ
て、天命を奉じ行う官吏である。すでに述べたように、王安石の学においては、天は「道」
でもあって、究極の根拠である。そこでは、放伐には道徳性、かつ正当性が与えられた。
しかも、王安石は、その紛争を起こした責任は、道を失った君主が負うべきだと指摘した。
つまり、放伐というのは、臣民が積極的に行ったことではなく、道に基づいて、天下のた

52

孟子の「放伐」論は、『孟子・梁惠王章句下』に見られる。『孟子注疏』巻二下「梁惠王章
句下」、
『十三経注疏』
、2679－2680 頁（齊宣王問曰、湯放桀、武王伐紂、有諸、孟子對曰、於
傳有之、曰、臣弑其君、可乎、曰、賊仁者、謂之賊、賊義者、謂之殘、殘賊之人、謂之一夫、
聞誅一夫紂矣、未聞弑君也）。
53 『書義』
「商書・湯誓第一」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、73 頁（以常情言之、以臣
伐君、疑於亂矣、以天命言之、湯所謂「天吏」、非稱亂也）。
54 『書義』
「商書・伊訓第四」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、81 頁（桀有可伐之罪、然
後湯與伊尹謀於亳而往伐之、所以起兵戎者夏也）
。
55 「天下に敵無き者は、天吏なり」
。
『孟子注疏』巻三下「公孫丑章句上」、
『十三経注疏』、2690
頁（無敵於天下者、天吏也）。また、
「彼如し『孰か以て之を伐つ可き』と言はば、則ち将に之
に応へて曰わんとす、
『天吏為らば則ち以て之を伐つ可し』と」。
『孟子注疏』巻三下「公孫丑
章句下」
、『十三経注疏』
、2697 頁（彼如曰、孰可以伐之、則將應之曰、為天吏則可以伐之）
。
なお、朱子は「天吏」について、
「呂氏が曰ふ、
『天命を奉じ行ふ、これを天吏と謂ふ。廃興存
亡は、ただ天の命じる所であるから、決して従はないわけにはいかない。湯武のやうなのがこ
れである』と」と解釈した。
『孟子集注』巻三「公孫丑章句上」、
『四書章句集注』、237 頁（呂
氏曰、奉行天命、謂之天吏、廢興存亡、惟天所命、不敢不從、若湯武、是也）
。
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めにやむをえず行った行為だというのである。彼は、
「伯夷」という文章で、司馬遷の『史
記』における記述に反論して、
天下の道からいえば、二つしかない。それは、「仁」と「不仁」である。紂王は
君主を務めたが、不仁である。それに対し、周の武王も君主を務めたが、仁であ
る。伯夷は、本より不仁の紂王に仕ようとはせず、仁のある君主を待っていた。
それにもかかわらず、武王のような仁のある君主が現れようとも、彼はまだ仕え
ようとしないなどというのは、自分のことをどのように思っているのか56。
と言った。そもそも『史記』によると、武王が紂を討伐しようと軍を発進する途中、伯
夷と弟の叔斉は武王の戦車を止め、臣下の身分で君主を討つのは「不仁」であることを諌
めた。さらに、周の天下となった後、伯夷と叔斉は周の粟を食わず（すなわち、周の正当
性を認めなかった）、武王が「暴を以て暴に易へ、其の非なるを知らず」と歌いながら、

とうとう餓死してしまったという57。しかし、王安石は司馬遷の記述に誤りがあって、実
際には伯夷は当時すでに年老いて死んでいたはずであると反論した。王安石の論は、あま
りにも恣意的であり、何も歴史的な根拠もなかったが、その裏側には、放伐の正当性を強
調しようという思想の働きが見られる。要するに、王安石にとって、放伐は道に基づいた
行為であり、民意の反映であり、有道の士ならばそれを否定するわけにはいかないがゆえ
に、伯夷のような賢人も例外ではなく、武王の行為を支持するはずである。
アメリカのサラ・アレン氏（Sarah Allan）は、古代中国の伝説では、様々な記述がそれ
なりの調和性を持ってバランスを取っていると指摘している。例えば、伯夷の件は、武王
の放伐を諌めたことによって、道徳性や公衆の利益を重視する放伐と、安定性や血縁者の
利益を重視する世襲制とのバランスを取ったと言われる58。その意味だけにおいては、唯

56

巻六十三「伯夷」、
『臨川先生文集』
、675 頁（天下之道二、仁与不仁也、紂之為君、不仁也、
武王之為君、仁也、伯夷固不事不仁之紂、以待仁而後出、武王之仁焉、又不事之、則伯夷何處
乎）
。
57 卷六十一「伯夷列伝第一」
、
『史記』
〔漢〕司馬遷（三家注）
、中華書局、1963 年、2123 頁（伯
夷、叔齊叩馬而諫曰、父死不葬、爰及干戈、可謂孝乎、以臣弑君、可謂仁乎、……武王已平殷
亂、天下宗周、而伯夷、叔齊恥之、義不食周粟、隱於首陽山、采薇而食之、及餓且死、作歌、
其辭曰、登彼西山兮、采其薇矣、以暴易暴兮、不知其非矣、神農、虞、夏忽焉沒兮、我安適歸
矣、于嗟徂兮、命之衰矣、遂餓死於首陽山）。なお、
『史記』に関する訳文は、
『史記』
（国訳漢
文大成、経子史部巻十三－十六、国民文庫刊行会、1924 年）を参照した。
58 Allan, Sarah. The heir and the sage: dynastic legend in early China, Chinese Materials Center, 1981.
（中国語訳：
〔美〕艾蘭『世襲與禅譲：古代中国的王朝交替伝説』
、孫心菲ほか訳、北京大学出
版社、2002 年、77－83 頁。
）
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「道」主義の立場を取った王安石の主張は、儒教政治の中で孟子と同様にかなりのダイナ
ミズムに富んでおり、むしろ非常に急進的なものであるのかもしれない。
もちろん、王安石の民に対する認識は、あくまでも儒教の民本思想の流れであり、しば
しば個人個人の民より大勢の民衆を強調し、近代の民主主義とは異なっている。例えば、
熙寧三年（1070）二月、彼は新政の青苗法を論じた際、
夫れ民は、別にして之を聴くときは愚なれども、合はせて之を聴くときは、聖な
り59。
と発言した。これは本来『管子』という古代典籍から出た言葉である60。民は、個人と
しては愚かであるが、大勢で集まるとその声は聖なるものとなる。つまり、王安石の政治
思想には、民衆という要素が非常に重視されたが、民の個人性を無視する傾向もあるので
ある。
また、王安石にとって、民意は「道」
（天意・聖なるもの）を反映しているが、道そのも
のではない。言い換えれば、民と道がいつでも完全に一致するとは言えない。彼の『書・
大禹謨』に対する注釈では、
．．．．
．．
（君主は）民衆に背いて先王の道に従っても宜しい。しかし、民衆に背いて己の
．
欲に従ってはならない61。
と述べた。王安石は民意を否定したわけではなくて、天子の私欲より民衆の声が重要で
あることを依然として強調したが、もし君主が道に従おうとする場合に、民衆の意思に逆
らっても、断固として道を取るべきだと主張した。ここで、やはり「私欲」が最も否定さ
れるべきだと主張され、朱子学と同様に、王安石の学における心性道徳への重視も見逃し
てはならない。ただし、結局のところ、王安石にとって最も正しい判断基準は、民ではな
く、最高原理にあたる道である。

59

巻七「神宗熙寧三年二月癸亥」、
『続資治通鑑長編拾補』
、305 頁（民別而言之則愚、合而言
之則聖）
。
60 巻十「君臣上第三十」
、
『管子校注』黎翔鳳、中華書局、2004 年、565 頁（先王善牧之於民
者也、夫民別而聽之則愚、合而聽之則聖、雖有湯、武之德、復合於市人之言）
。なお、この訳
文は、
『管子』
（国訳漢文大成、経子史部巻十九、国民文庫刊行会、1924 年、334 頁）を参照し
た。
61 『書義』
「虞書・大禹謨第三」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、30 頁（咈百姓以從先王
之道則可、咈百姓以從己之欲則不可）
。
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もともと民意が道（天意）の反映であるという言説には、一方で、確かに民意が尊重さ
れ、政治思想のダイナミズムが見られるとともに、他方で、正当性を持つ民意が自発的か
つ自立的なものではないことも示唆されており、いわゆる二律背反を内包している。つま
．．．．
り、王安石が生きていた宋代が、知識階層の士大夫の黄金時代と言われたとしても、とう
てい西洋近代のような市民の時代とはいえないのである。王安石は、君主権力の暴走を抑
制しようとしながら、民意の無制限な伸長も防止していた。政治に関与する君・臣・民の
三つのアクターは、すべて「道」によって規定されたが、道統を代表する士大夫は、実際、
最も優位な立場を占めている。したがって、王安石の政治構想は、主に儒教の士大夫を主
役として論じられたものであり、庶民が主役とはされていなかったのであった。
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第二節 制度論

政治制度の設計は、王安石の政治構想における極めて重要な部分である。上述したよう
に、王安石は『周礼』という経典への再解釈を通じて、宇宙の原理である道と人間社会の
秩序を作る礼（政治制度）とのつながりを提示し、彼なりの「治道」を語った。
「礼は天
に始まって、人に成る」62ものであるから、そこには一種の「自然法」的な考え方が見ら
れる。従来の研究では、王安石の制度論に対する考察も少なくない63。ただし、そのほと
んどは、王安石が目指した制度の有機的体系性や、自己的持続性、内部要素の関係性など、
簡単に言えば、制度システムの機能に注目している。しかし筆者は、それだけでは王安石
の学における制度論の本意を尽くすことができないと考え、既存の研究の問題点を検討し
ながら、自らの主張を論じたい。

（一） 等級的秩序

土田健次郎氏は、王安石の学には上下の区別が同じ原理で動かされているのであって、
その差等の存在を価値の問題として意識しない傾向があるため、彼の設計した制度構造に
おいても、士・吏・民などの要素を価値として同質化させ、その差を同じ体制における分
業的区別と見ようする方向性があると指摘した64。確かに、王安石は君主から庶民に至る
までの要素をすべて「礼」の制度に吸収しようと狙っていたが、筆者はその「礼」の体制
は儒教の政治構想である以上、やはり厳格な等級制度を取って、貴賤尊卑の価値的差を明
確に認めていると言わなければならない。
王安石は、
『周礼・節服氏』を解釈した際、「袞冕六人、維王之太常、諸侯則四人」
（す
なわち、王に侍るものは六人、諸侯に侍るものは四人）という文章に対して、

62

巻六十六「礼論」、
『臨川先生文集』、701 頁（禮始於天而成於人）。なお、この訳文は、前掲
の塚本哲三編『唐宋八大家文・下』
（漢文叢書、581 頁）を参照した。
63 前掲、土田健次郎『道学の形成』
、331－341 頁。吾妻重二「王安石『周官新義』の考察」
『宋
代思想の研究：儒教・道教・仏教をめぐる考察』
、93－101 頁。庄司荘一「王安石『周官新義』
の大宰にいて」
『集刊東洋学』第 23 号、64－85 頁、1970 年 5 月。Bol, Peter K. This Culture of Ours:
Intellectual Transitions in Tang and Sung China, p215-218.
64 前掲、土田健次郎『道学の形成』
、331－333 頁。また、ボル氏も、王安石の体制において等
級はそれほど重要ではないと説いた。Bol, Peter K. This Culture of Ours: Intellectual Transitions in
Tang and Sung China, p217.
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．
王には六人、諸侯には四人というのは、礼として言えば、諸侯の場合が王よりそ
．
の儀仗を減らすべきである。
（中略）
「道を以て之を観れば、何をか貴び何をか賤
．
しまん、是れを反衍（すなわち、極まりない変化）と謂う」が、人を通じて見れ
ば、身分の貴賤が区別されている。
（中略）これを理解すれば、先王が礼を作っ
た意は、いかなる精微を尽くしたものであろう65。
と、
『荘子』の言葉を引用しながら説明を加えた。
「人を通じて見れば」の「人」は、す
なわち、人間社会のことである。王安石は、道から見れば万物は同質であるが、人間社会
の秩序から見れば尊卑貴賤の差等があると指摘した。要するに、礼は人間社会における道
の具現であるとともに、普遍なる道に相対して、その内部には不平等性を有するとされた。
そのために、彼はこの人間社会の等級秩序を規定するのは、先王が礼を作った本意である
と主張した。土田氏は道（原理）の普遍性を礼の制度に敷衍して、同質性を王安石の制度
設計の特徴として捉えているが、実際には王安石は二分論的考え方を示し、普遍性よりも
差異を取り上げて、かえって礼の不平等性を強調した。また、彼は「
『周礼義』序」にお
いて、周の礼制の主旨をまとめて、
惟れ道の政事に在るや、其の貴賤に位が有り、其の後先に序が有り、其の多寡に
数が有り、其の遅数（遅速）に時が有り66。
と述べた。つまり、
『周礼』から提示された礼の制度には、貴賤の位・先後の序・多寡
の数・遅速の時といった等級の差が存在している。しかも、この礼の不平等性こそ、道の
政事における具現化であるという。そこからは、王安石の礼学において道の普遍性よりも、
むしろ第二章で説明した道における「全体と部分の関係」（すなわち、構造論的な考え方）
が強調されていることが見出せる。言い換えれば、王安石の制度論に根拠を与えたのは、
道の普遍性ではなくて、主として道にける全体と部分の関係論である。したがって、王安
65

『周礼義』巻十二「夏官司馬四・節服氏」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、824－825
頁（然王則六人、諸侯則四人者、以禮言之、則諸侯當殺於王、……以道觀之、何貴何賤、是謂
反衍、維之以人、則遂分貴賤也、……通乎此、則先王制禮之意、豈不微哉）。なお、
「道を以て
これを観れば、何をか貴び何をか賤しまん、是れを反衍と謂う」という言葉は、巻六上「外篇・
秋水第十七」、
『荘子集釈』
〔清〕郭慶藩、中華書局、2004 年、548 頁（以道觀之、何貴何賤、
是謂反衍）
。また、
『荘子』に関する訳文は、遠藤哲夫ほか訳『老子・荘子』
（新釈漢文大系、
第七・八巻、明治書院、1966・1967 年）を参照した。以下同。
66 巻八十四「
『周礼義』序」
、
『臨川先生文集』、878 頁（惟道之在政事、其貴賤有位、其後先有
序、其多寡有數、其遲數有時）
。なお、この訳文は、前掲の塚本哲三編『唐宋八大家文・下』
（漢文叢書、597 頁）を参照した。
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石にとって礼の制度に現れた等級制は、道に反するものではなく、道の正確な反映なので
ある。
王安石の学における全体と部分の関係論は、主に二つの側面を有する。一つは、第二章
で説明したように、システム内の各部分が相互的な協力によってその効果を巧みに発揮す
るということである。その点を礼の制度に照らして見れば、各官庁の有機的な連携によっ
て行政機能を向上させることである。すでに述べた通り、実は、多くの先行研究も概して
この面を重視している。本稿では重複を避けるために、この部分を強調しながらも詳しく
論ずることは譲りたい。
もう一つの側面は、すなわち価値の差等を定めた等級制によって、システム内に存在す
るダイナミズムとのバランスを取って、システム自体の安定性をもたらすことであると思
われる。王安石の政治思想には、君主の無為や士大夫による政治主導、放伐の正当性など
といったダイナミックな要素が少なくない。そして、君主は政治的実権を握らずとも、依
然として天下国家を象徴するため、高い権威を持たねばならない。それゆえに、王安石の
政治構造では、一定の安定性が必要であり、尊卑上下の秩序を無視してはならない。彼は、
「洪範伝」の中で貴賤の秩序を論じて、
或る人が聞く。孔子がかつて「富みと貴きとは、是れ人の欲する所なり。貧しき
と賤しきとは、是れ人の悪む所なり」といったのに、なぜ（
『書・洪範』には）
「福」
（五福：寿、富、康寧、攸好德、考終命）と「極」
（六極：凶短折、疾、憂、
貧、悪、弱。即ち、六つの極めて悪いこと）を言いながら、貴賤のことを言わない

のか。
私は答える。五福というのは、天子から庶民に至って、皆にこれを慕わせて追求
させることも良い。また、六極というのは、天子から庶民に至って、皆にこれを
畏れさせて無くさせることも良い。それに対して、もし貴賤と言えば、すなわち
．
常分（定まった分）がある。例えば、公侯から庶民に至って、皆に貴い身分を慕
わせて追求させて、己の賤しいことを欲しないと、凌ぎ犯すことや簒奪すること
は必ず頻りに起こり、上の者でも下の者でもその命に安んじることはできなくな
る67。

67

巻六十五「洪範伝」、
『臨川先生文集』、697 頁（或曰、孔子以為富與貴人之所欲、貧與賤人
之所惡、而福極不言貴賤、何也、曰、五福者、自天子至于庶人、皆可使慕而欲其至、六極者、
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と指摘した。要するに、人々には富みや長寿などの福を追求させても良いが、もし貴賤
の身分を自由に選ばせれば、皆な現状に安ずることができなくなり、必ず下剋上の行為が
頻繁に発生して、社会の秩序も崩壊するという。おそらく、儒教の「礼制」である以上、
このように社会秩序の安定性をはかった主張は無くてはいけない。
従来、王安石のことを儒教体制の破壊者として捉えながら、しかも近代的な視点から考
察を加える傾向は多かった。前者は、王安石の思想におけるダイナミズムを強調し、そし
て後者は彼の制度設計における（政治的かつ経済的）行政機能の向上に注目している。し
かし、もともと儒者である王安石にとって「周礼」を真似た政治体制および人間社会の秩
序の重要性は、言うまでもないことである。さらに言えば、その礼の本意は、行政機能の
向上といったように官僚制の道具性を追求するだけではなくて、礼が道の体現であるから、
「先王の礼」そのものがすでに目的であるともいえる68。我々はもし下記の文章を読めば、
この点をより明確に把握できるかもしれない。王安石は、『周礼・大宗伯』にある「大宗
伯の職、邦の天神・人鬼・地示（地祗）の礼を建て、以て王を佐け邦国を建保することを
掌る」という言葉に対して、
大宗伯の礼は、或いは「神・鬼・示」を順番に、或いは「鬼・神・示」を順に、
或いは「神・示・鬼」を順に取っている。これは、
「神・鬼・示」を順にすれば
（天・人・地の）上下を定めた。
「鬼・神・示」を順にすれば（人・天・地の）内

外を弁えた。
「神・示・鬼」を順にすれば（天・地・人の）尊卑を明らかにした。
上下を定めてから内外を弁え、内外を弁えてから尊卑を明らかにすることは、礼
の序である69。
と説明した。ここでの「天」は抽象的な原理ではなくて、
「天・地・人」という三才の
一つである。王安石にとって、
『周礼』の原文の「天・人・地」という順序は、上から下
自天子至于庶人、皆可使畏而欲其亡、若夫貴賤、則有常分矣、使自公侯至于庶人、皆慕貴、欲
其至、而不欲賤之在己、則陵犯簒奪之行日起、而上下莫安其命矣）。なお、孔子の言葉は、
『論
語注疏』巻四「里仁第四」、
『十三経注疏』
、2471 頁（子曰、富與貴、是人之所欲也、不以其道
得之不處也、貧與賤、是人之惡也、不以其道得之不去也）
。
68 なお、台湾の許倬雲氏は、道具性を強調する近代官僚制に対して、儒教中国の文官制が道
具性と目的性を両方有すると指摘した（許倬雲『中国古代文化的特質』新星出版社、2006 年、
40 頁）。
69 『周礼義』巻八「春官宗伯三・大宗伯」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、277 頁（大宗
伯之禮、或以神鬼示為序、或以鬼神示為序、或以神示鬼為序、以神鬼示為序、定上下也、以鬼
神示為序、辨内外也、以神示鬼為序、明尊卑也、定上下然後辨内外、辨内外然後明尊卑、禮之
序也）。
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への高さを表すことであり、
「人・天・地」という順序は、内から外への親しさを表すこ
とであり、また「天・地・人」という順序は、三者の尊卑を表すことである。簡単に言え
ば、宇宙に存在する天と地と人は、そもそも同一的なものではなくて、自然状態のままで
．．．．．
あっても、上下・内外・尊卑などの価値的格差が付いている。要するに、王安石は、万物
に価値的格差が存在するという認識を持っていた。これこそ、上述した全体と部分の関係
論における二番目の側面であると思われる。さらにいえば、礼はこのような格差を作るわ
けではなくて、自然に存在した格差を明らかにして、本来あるべき秩序を守るものである。
王安石は『周礼・家宗人』への注釈の中で、
礼というのは、
（人々の）尊卑を定め、貴賤を区別し、親疎を弁え、身分と職務
を明らかにするものである70。
と指摘して、礼制の本質は、尊卑貴賤などの価値的差等を定めて、等級秩序を守ること
であると明言した。このようにして、礼の制度は究極のところから言えば、人間社会にお
ける「道」の実現である。また、上述の通り、王安石は士大夫のアイデンティティーを強
くアピールして君主権力の暴走を抑制しようとした一方で、民意の無制限な伸長も防止し
ていた。いうまでもなく、礼の等級的秩序はそういった理念を政治制度に反映するもので
ある。すなわち、政治体制の運営から言えば、政治上のダイナミズムがもたらす急進的な
破壊力を抑え、上の者の権威を守り、バランスを取って安定性をはかる「ブレーキ」でも
ある。

（二） 宰相主導の中央集権体制

すでに論じた通り、王安石は「君主の無為」と「大臣の有為」という象徴君主制に近い
政治構想を持っている。したがって、そういった構想を政治の場に実現するためには、そ
れに相応しい制度的枠組みが必要である。王安石が『周礼』を見本として描いた政治制度
は、まさにその政治構想の精神を貫いていると思われる。彼は、
『周礼・大宰』にある「作
大事、則戒于百官、賛王命。王視治朝，則賛聴治」という言葉への注釈の中で、

70

『周礼義』巻十一「春官宗伯三・家宗人」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、399 頁（夫
禮所以定尊卑、別貴賤、辨親踈、而明分守也）。
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「視治朝」の場合は「王」を言い、
「作大事」の場合は「王」を言わない。それ
は、
「大事」を行うのは、大宰だからである。蓋し、
「命」というものは君主の所
より出て、そして「事」というものは、臣下が行う。
（中略）
「大事」ならば、た
だ大宰が独自に行う71。
と言った。ここで、
「大宰」は「冢宰」とも言い、宰相あるいは筆頭の執政大臣のこと
である。
「大事」とは、例えば、名句の「国の大事は祀と戎とに在り」72だとか、
「兵は国
の大事にして、死生の地、存亡の道なり」73などというように、重大な国事のことであろ
う。つまり、王安石は、重大な国事ならば、宰相が独自に担当すると言っている。また、
「命」は命令であり、広義に言えば、国家の政令や法令などのことである。命は「君主の
所より出る」というのは、明確には説明されていないが、君主無為の主張を合わせて考え
ると、あらゆる法令や政令が君主の認証を経て公布されると理解することも可能である。
簡単に言えば、上の王安石の話は、法令・政令などは君主の名義で発布されて、そして国
務は大臣をはじめとする官僚機構が担当し、特にその重要な国事は、宰相が一人で掌握す
るという。それは、単なる形式の面から見れば、近代の象徴君主制と酷似している。
もちろん、命は「君主の所より出る」ということに対して、恣意的な解釈をできる限り
排除し、より正しく把握するために、さらなる例を読む必要がある。王安石は、少なくと
も例えば、
．．．．．
イ) 礼は、王より出るべきである74。
．．．．．
ロ) 王の八枋の法と謂うのは、すなわち、法は王より出るべきである75。

71

『周礼義』巻一「天官冢宰一・大宰」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、47 頁（視治朝言
王、而作大事不言王、則作大事者大宰故也、蓋命者君所出、而事之者臣所作、……大事獨大宰
作之而已）
。
72 『春秋左伝正義』巻二十七「成公十三年」
、
『十三経注疏』、1911 頁（國之大事、在祀與戎）
。
なお、この訳文は、鎌田正訳『春秋左氏伝二』（新釈漢文大系、第三十一巻、明治書院、1974
年、763 頁）を参照した。
73 巻上「計篇」
、
『十一家注孫子校理』
〔春秋〕孫武撰〔三国〕曹操ほか注（楊丙安校）、中華
書局、1999 年、1 頁（兵者、國之大事、死生之地、存亡之道）
。なお、この訳文は、天野鎮雄
訳『孫子』
（新釈漢文大系、第三十六巻、明治書院、1972 年、23 頁）を参照した。
74 『周礼義』巻八「春官宗伯三・大宗伯」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、277 頁（禮當
自王出）
。
75 『周礼義』巻十一「春官宗伯三・内史」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、381 頁（謂之
王之八枋之法、則法當自王出故也）
。
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と示しているように、国家の政令や法律、制度などは、君主の所より出るべきだという
認識を堅く抱いている。繰り返し述べたが、王安石の政治構想において、君主は政治的実
権を握らずとも神聖な権威を持ち、天下国家の象徴であって、しかも万民の道徳的模範で
ある。これは、前近代国家のみならず、今日の立憲君主制国家を見ても、概して君主は国
家を代表する地位にあって、重要な国事に対する認証や公布などの手続きを行っている。
言うまでもなく、前近代の政治からすれば、君主は権力の正統性（合法性）の源泉である。
この点について、王安石は『周礼』にある「八柄」と「八統」の言葉を解釈するにあたっ
て、詳しく論述したことがある。
「八柄」は、すなわち爵・禄・予・置・生・奪・廃・誅
のことである。
「八統」は、すなわち親親・敬故・進賢・使能・保庸・尊貴・達吏・礼賓
のことである。
『周礼』によると、王は「八柄」
・
「八統」において群臣・万民を馭する（制
する、支配する）という76。これに対して、王安石は、

「爵は（人の）貴さを馭する」ということは、即ち、爵位は王から与えられたも
のでなければ、貴いとは言えない。
「禄は（人の）富みを馭する」ということは、
即ち、禄は王から与えられたものでなければ富むとは言えない。
「予は（人の）
幸せを馭する」ということは、即ち、賜与は王から与えられたものでなければ、
幸せとは言えない。
「生は（人の）福を馭する」ということは、即ち、生養は王
から与えられたものでなければ、裕福とは言えない77。
（王は）
「親親」を以て馭すれば、民は其の親を捨てることをしない。
「敬故」を
以て馭すれば、民は旧交を怠ることをしない。「進賢」を以て馭すれば、民は徳
行に励むことを知る。
「使能」を以て馭すれば、民は能力を養うことを知る。
「保
庸」を以て馭すれば、民は功績を称えることを知る。「尊貴」を以て馭すれば、
民は封爵や冊命を凌ぐことをしない。「達吏」を以て馭すれば、民は人材昇進の

76

『周礼注疏』巻二「天官冢宰第一・大宰」、
『十三経注疏』、646 頁（以八柄詔王馭群臣、一
曰爵、以馭其貴、二曰祿、以馭其富、三曰予、以馭其幸、四曰置、以馭其行、五曰生、以馭其
福、六曰奪、以馭其貧、七曰廢、以馭其罪、八曰誅、以馭其過、以八統詔王馭萬民、一曰親親、
二曰敬故、三曰進賢、四曰使能、五曰保庸、六曰尊貴、七曰達吏、八曰禮賓）
。
77 『周礼義』巻一「天官冢宰一・大宰」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、27 頁（爵以馭其
貴、則非王爵之、無貴也、祿以馭其富、則非王祿之、無富也、予以馭其幸、則非王予之、無幸
也、生以馭其福、則非王生之、無福也）。
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道が塞がれていないことを知る。「礼賓」を以て馭すれば、民は礼儀正しく交際
すべきことを知る78。
と論じた。前者の「八柄」に対する解釈は、およそ各方面において、王の認証による正
統性を強調している。
「八柄」の中身を見ればわかるように、それは概して君主の臣下に
対する賞罰のことであり、内政や外交に関する重大な国事ではない。これも、王安石の無
為論において、君主には人材を選抜する職務があるという主張と一致している。また、後
者の「八統」への解釈は、ほぼ民衆に対する教化の内容であるし、実は、君主自らも守る
べきルールである。総じていえば、君主は国家の象徴として権力の正統性を示し、しかも
万民の道徳的模範として教化を施すということであろう。王安石はまさしく「八柄」
・
「八
統」の解釈を通じて、礼の制度における君主の役割を説明している79。これこそまさに、
彼の制度設計において「君主の無為」の主張を貫く要点であると思われる。
そのほか、
『周礼』には「内史」という官職が設けられ、王の「八枋（即ち八柄）の法」
を掌るとされている80。王安石はこの「内史」の部分について、
．．．．．．．
上下の分といえば、
（臣下には職務によって）道を以て揆する（管理する、処理
．．．．．．
する）立場もあって、法を以て守る立場もある。大宰は、
（中略）道を明らかに
して上に揆する立場を取り、ただ法とかを守るのみではない。内史は、（中略）
謹んで法を守り、下の立場にあり、道を以て揆することに参与しない。（中略）
内史が掌ることは、
「八枋の法」を始めとする。蓋し、
「爵・禄・廃・置・生・殺・
．．．．．．．
．．．．．．
予・奪」というものは、もし道を以て揆することでなければ、また法を以て守る
ことでなければ、ただその権柄を小人に握らせたら、すなわち、どのような法律
が建てられるだろうか、どのような政令が行われるだろうか、どのような国務を

78

『周礼義』巻一「天官冢宰一・大宰」、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、29 頁（馭以親親、
而民莫遺其親、馭以敬故、則民莫慢其故、馭以進賢、則民知德之不可不務、馭以使能、則民知
能之不可不勉、馭以保庸、則民知功實之不可害、馭以尊貴、則民知爵命之不可陵、馭以達吏、
則民知壅塞之不可為、馭以禮賓、則民知交際當以禮）
。
79 なお、ボル氏は王安石の政治設計において、君主と皇室の必要性はあまりなくて、それに
対して、司馬光の考えでは、君主が核心的役割を示していると論じた（Bol, Peter K. This Culture
of Ours: Intellectual Transitions in Tang and Sung China, p217&221）
。本稿はボル氏のこの論に同
意しない。
80 『周礼注疏』巻二十六「春官宗伯第三・内史」
、『十三経注疏』
、820 頁（内史、掌王之八枋
之法、以詔王治、一曰爵、二曰祿、三曰廢、四曰置、五曰殺、六曰生、七曰予、八曰奪）
。
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裁くことができるだろうか。そうすると、たとえ爵禄や賞賜などがあっても、天
下の人々を動かすことには足りない81。
と指摘した。上述のように、
「八柄」は王の権威に基づいて発するものである。しかし、
実際、
「八柄」は内史がその法則を掌るので、君主が直接的に行うものではない。それゆ
え、王安石は「八柄」の実施において、
「道を以て揆する」こと且つ「法を以て守る」こ
とを両方とも要請し、もしそうでなければ何もできないと唱えた。
ただし、
「道を以て揆する」のは大宰であり、
「法を以て守る」のは内史であって、上下
の分から見れば、大宰のほうが上である。そればかりか、王安石にとって、内史の役割は
．．
慎んで法則を守ることだけである。概して言えば、
「道を以て揆する」大宰は、政務を取
．．
って意思決定を行う。それに対して、「法を以て守る」内史は、事務を執って、ただ法則
や規定に従えばよい。もちろん、
「政務」と「事務」の言い方は完全に正しいとはいえな
いが、確かに同じような意味合いが読み取れる。したがって、王安石の政治構想では、君
主の名義の下に行われる「八柄」も、事実上、大宰が主導すると見ても差し支えないと思
われる。これは、
「大臣の有為」という主張の反映であろう。
実は、このような「道を以て揆する」
・
「法を以て守る」という論は、王安石の政治思想
において非常に重要な言説である。例えば、彼は大宰と内史の相異に関して、
大宰は大臣であり、
「王に群臣を馭するを詔ぐ」者である。それが故に、
（大宰は）
．
道を以て揆するべきであって、その（八柄の「誅」の）意を言う。内史は有司（官
庁の役人）であり、
「王に法を守るを詔ぐ」者しかない。それゆえ、
（内史は）そ

．
の（八柄の「誅」の）事を言う82。
と述べた。大宰は道に基づいて執政し、大臣の立場で「意」
（政治的意思）を伝える。
これに対して内史は、役人の立場を取って、官庁の「事」
（事務）を執行するしかない。
さらに、彼は「意」と「事」の区別を説明して、

81

『周礼義』巻十一「春官宗伯三・内史」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、381－383 頁（夫
上下之分、有道揆、有法守、大宰、……明道揆于上、而所掌者、非特法守而已、内史、……謹
法守、而下而道揆有不與也、……内史所掌、始於八枋之法、蓋爵祿廢置、生殺予奪、無道揆、
無法守、而枋移於小人、則何法之能立、何令之能行、何治之能聽、雖有爵祿賞賜、適足誘天下
而為邪）
。
82 『周礼義』巻一「天官冢宰一・大宰」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、27 頁（大宰大臣、
詔王馭群臣者也、當以道揆、故言其意、内史有司、詔王治當守法而已、故言其事）。
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大宰は「八柄」の順番において、慶賞を先にして刑威を後にする。しかも、慶賞
の場合は、重いものを先にして軽いものを後にする。刑威の場合は、軽いものを
先にして重いものを後にする。そこには、慶賞によって善を勧め、刑威を畏れて
慎む意がある。一方、内史に至っては、順序を問わずに慶賞・刑威を交えて、主
として法を守るが、
「道を以て揆する」ことには与からない83。
と言った。要するに、大宰は「道を以て揆する」がゆえに、その行為にも政治的意義を
帯びている。言い換えれば、大宰は政治判断によって国務を処理する。しかし、内史はた
だの役人であって、道に基づく政治判断をせず、規定や法則を守って機械的に事務を処理
すれば十分である。もちろん、内史の場合のみならず、大宰は「百官を統べ、四海を均し
うす」84から、すなわち官僚全員に対して政治的責任を負って指導する立場を取ると考え
られる。例えば、
『周礼』にはまた「司会」という官職が設けられ、吏治や会計を掌ると
されている85。王安石は、賦貢（賦税と貢物）への対応について、大宰と司会の職務を分け
て論じ、
．
大宰は道を持って王に仕えて、天下の財を徴収することを控え、財を天下に賜与
することを広げる。これは、王の道である。一方、司会に至っては、
「九賦」の
法を持って田野の財を徴収し、
「九貢」の法を持って国家の財政を支える。賦税
．
と貢物に関する徴収・賜与を問わず、司会は法でもって王に仕えて、その出入り
のみを会計する。言い換えれば、徴収を控えるとか賜与を広げるとかは、司会の
任ではない86。

83

『周礼義』巻一「天官冢宰一・大宰」、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、27-28 頁（大宰
八柄之序、先慶賞而後刑威、於慶賞則先重而後輕、於刑威則先輕而後重、勸賞畏刑之意、至於
内史、則慶賞刑威雜而莫知其孰先、主於守法、而不豫其以道揆之意故也）。
84 『周礼義』巻一「天官冢宰一・大宰」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、48 頁（冢宰統百
官、均四海）
。なお、その出典は、
『尚書正義』巻十八「周書・周官第二十二」、
『十三経注疏』
、
235 頁(冢宰掌邦治、統百官、均四海）
。
85 『周礼注疏』巻六「天官冢宰第一・司会」
、
『十三経注疏』、679 頁（司會、掌邦之六典、八
法、八則之貳、以逆邦國、都鄙、官府之治、以九貢之法致邦國之財用、以九賦之法令田野之財
用、以九功之法令民職之財用、以九式之法均節邦之財用、掌國之官府、郊野、縣都之百物財用、
凡在書契版圖者之貳、以逆群吏之治而聽其會計、以參互考日成、以月要考月成、以歳會考歳成、
以周知四國之治、以詔王及冢宰廢置）
。
86 『周礼義』巻一「天官冢宰一・大宰」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、36 頁（大宰事王
以道、斂欲狹、散欲廣、王之道也、至於司會、以九賦之法令田野之財用、以九貢之法致邦國之
財用、賦貢兼以斂散言、則司會事王以法、主會其入出而已、取欲狹、散欲廣、非其任矣）
。
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と指摘した。大宰はある理念を持って経済財政政策の方向性を決める。それに対して、
司会は政治的判断をせず、法律や規定に従って財政収支を管理する、およそ事務官の任に
ある。そこから、王安石の制度論における「道を以て揆する」と「法を以て守る」との関
．．．
係が捉えられる。つまり、大宰は官僚制の最高責任者として、国務全般に対して政治指導
を行う。そして内史や司会などの各省庁の官僚は、大宰の政治的指導を受けながら、主に
法律や規定に従ってそれぞれの職務を分担する。王安石の謂いを借りれば、これは「上は
道を以て制し、下は法として守る」87ことであり、まさに政務と事務の関係に類似してい
るだろう。このように、王安石は国務をすべて宰相の政治決定に統一させて、いわゆる「大
臣の有為」という宰相主導による中央集権体制の確立を目指している。しかも、彼の政治
体制を見れば、大宰と百官は上下の分、特に「道」と「法」の質的相異から区別されて、
決して同質なものではないことも確認できる。
王安石はかつて大宰の職務に対して、下記のように言ったことがある。
六典に於いて「王の邦国を治むるを佐く」と曰うは、大治は王と大宰と之を共に
するなり。八法・八則に於いてはただ「官府・都鄙を治む」と曰うは、小治は大
宰得て之を専らにするなり。八柄・八統に於いて「王に群臣万民を馭するを詔ぐ」
と曰うは、則ち是れ独り王の事にして、大宰は其の義を以て之に詔ぐるのみ 88。
この文章は、吾妻重二氏の研究では「大治は王と大宰が共同で執行し、小治は大宰だけ
で執行し、場合によって大宰の告知のもとに王が独裁することもある」89と評価されてい
る。筆者は氏の読み方には同意できない。
『周礼』を見ればわかるように、いわゆる大治
は「経国の大綱、治政の条目」にかかわることであり、小治は「官府」
（官庁）
・
「都鄙」
（公
卿大夫の采邑、王の子弟たちの食邑）にかかわることである90。言い換えれば、大治は全国

に関する重大な国事であって、小治は官庁や地方に関する一般的なことである。すでに述
87

『周礼義』巻十一「春官宗伯三・内史」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、382 頁（上以
道制之、下守以為法）
。
88 『周礼義』巻一「天官冢宰一・大宰」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、27 頁（於六典曰
佐王治邦國、大治王與大宰共之也、與八法八則直曰治官府都鄙、小治、大宰得專之也、於八柄
八統曰詔王馭羣臣萬民、則是獨王之事也、大宰以其義詔之而已）
。なお、この訳文は、前掲の
吾妻重二「王安石『周官新義』の考察」
（『宋代思想の研究：儒教・道教・仏教をめぐる考察』
、
95 頁）を参照した。
89 前掲、吾妻重二『宋代思想の研究：儒教・道教・仏教をめぐる考察』
（93－101 頁）を参照。
90 『周礼注疏』巻二「天官冢宰第一・大宰」
、
『十三経注疏』、645－646 頁（大宰之職、掌建邦
之六典、以佐王治邦國〈疏：明經国之大綱、治政之條目〉
、以八法治官府〈注： 百官所居曰府〉
、
以八則治都鄙〈注：都鄙、公卿大夫之采邑、王子弟所食邑〉）
。
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べたように、王安石は、国家の政令や法律、制度などが君主より発する、すなわち「命は
君主の所より出るべき」という認識を堅く抱いている。これは、国家大政の正統性にかか
わる問題である。したがって、大治についての処理は大宰の政治決定のみならず、君主の
認証も必要であろう。これに対して小治は、一般的なことであるから、君主の手続きに依
存せず、ただ大宰の意思によって処理できる。これこそ、王安石が言った「大治は王と大
宰と之を共にするなり」と「小治は大宰得て之を専らにするなり」の意味ではないだろう
か。
さらに、
「八柄」は君主の臣下に対する賞罰のことであって、
「八統」は万民に対する教
化の内容である。言うまでもなく、これらの項目は君主しか執行できず、いわゆる「是れ
独り王の事」である。ただし、上述した通り、君主の名義で行われる「八柄」は、実際、
．
．
大宰が「道を以て揆する」ことによって管理している。これは、
「大宰は其の義を以て之
に詔ぐるのみ」の真義ではないだろうか。つまり、
「八柄」と「八統」について、君主は
大宰から告げられた義（道に基づく政治的意義）を受けて行動し、大宰はその義を君主に
告げるが、その実施には関与しないのである。
総じていえば、王安石が目指したのは、君主を権力の象徴として、宰相を権力の頂点

とする政治体制である。その体制は、各官庁の有機的な連携によって行政機能の向上
を狙い、しかも尊卑貴賤の価値的な格差を強調し、等級秩序の安定を重視する、決し
て「一君万民」的なシステムではない91。また、その核心的理念は、いわゆる「王の無

為」
・
「臣の有為」という政治主張であると思われる。要するに、王安石の礼の制度は、
宰相主導による中央集権の体制なのである。

91

先行研究のところでも触れたが、従来日本における研究は、王安石の唱えた制度を「一君
万民」あるいは「絶対王政」に当てはめる場合が多い。前掲、戸川芳郎ほか『儒教史』（241
－249 頁）
、斯波義信ほか編『中国の歴史と社会』
（75－76 頁）
、小島毅『朱子学と陽明学』
（131
－134 頁）などを参照。
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第三節 風習論

王安石は、
『詩大序』に出てきた「風は風なり。教なり。風以て之を動かし、教以て之
を化す」92という文章に対して、
風によって物が巻かれて舞われるのは、いわゆる「之を動かし」である。そして、
風が「形に因って移易する」こと、例えば、花が咲いて枯れたり、種子が殻を破
って発芽したりするようなことは、いわゆる「之を化す」である。『詩』におけ
る風も、これに似ている。すなわち、
（『詩』は）風詠によって動かすところから
始まり、教育によって化するところで終わる93。
と、
『詩経』の国風による風のような教化の役割を強調した。上述のように、
「風俗を変
える」また「風俗を同じくす」という主張は、王安石の学における重要な内容である。彼
にとって、
「俗の崩壊は久しい」94のであって、世の風習を正すことは急務と言えるほど
のものである95。本稿では君主論と制度論に続いて、王安石の風習論を考察したい。

（一） 人材養成における倫理性

王安石は前掲の「上仁宗皇帝言事書」
（万言書）において、教・養・取・任といった人
材養成の要点を概括的に述べた。従来の研究もほぼこれを基調として、王安石の人材論を
展開している96。けれども、土田健次郎氏から指摘されたように、その多くは王安石を制

92

『毛詩正義』巻一之一「周南・關雎」、
『十三経注疏』、269 頁（風、風也、教也、風以動之、
教以化之）
。なお、この訳文は、前掲の星野恒ほか校訂「周南・關雎」
『毛詩・尚書』（漢文大
系、第十二巻、2 頁）を参照した。
93 『詩義』
「詩大序」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、3 頁（風之于物、方其鼓舞搖蕩、所
謂動之也、及其因形移易、使榮者枯、甲者坼、乃所謂化之者也、詩之有風、亦若是也、始于風
之而動、終于教之而化）
。なお、
「形に因って移易する」という言葉は、巻三「周穆王篇」、
『列
子集釈』楊伯峻、中華書局、1979 年、99 頁（窮數達變、因形移易者、謂之化、謂之幻）。また、
『列子』に関する訳文は、小林信明訳『列子』（新釈漢文大系、第二十二巻、明治書院、1967
年）を参照した。
94 巻九十九「仙居県太君魏氏墓誌銘」
、
『臨川先生文集』、1025 頁（俗之壞久矣）
。
95 巻四「熙寧二年二月庚子」
、
『続資治通鑑長編拾補』、153 頁（上曰、不知卿所設施以何為先、
安石曰、變風俗、立法度、方今所急也）。
96 Bol, Peter K. This Culture of Ours: Intellectual Transitions in Tang and Sung China, p215-217. ま
た、白自東「従『上仁宗皇帝言事書』看王安石的人才政策──論王安石人才思想的形成和実践」
『西蔵民院学報』
、1984 年第 4 期。譚仏佑「王安石人才教育改革思想芻議」
『貴州民族学院学
報』
、1988 年第 4 期など。
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度論者として捉えがちであるため、彼の人材養成思想に「倫理が含まれていることは見逃
されやすかった」97のである。ただし、土田氏が注意を呼びかけた倫理はいわゆる「責任
倫理」に限定されている。具体的言えば、王安石は政治制度の機能を向上させるために、
人材の能力だけを重視したのではなくて、また人材が制度の全貌をつかみながら、各自の
担当する部分の役割に成りきるという責任倫理を有することも非常に重視している98。つ
まり、土田氏が提示した「責任倫理」は、政治制度の適正な運営を確保するために、登用
された人材に備わるべき一定の倫理なのである。
とろこが、このような責任倫理は、いかに自発的なものとされても、やはり政治制度の
実用性に従属しているし、一つの道具でしかない。もちろん、筆者はこれに同意しない。
すでに説明した通り、王安石にとって、倫理は道につながる人間の本性であって、「己に
得る」ものであり「物を待つものではない」99。したがって、倫理問題は王安石の学にお
いて、ある物のために働く存在ではなくて、究極の道からすれば、そのもの自体が目的と
なっていると思われる。さらに、人材の養成にあたっては、王安石の実用性への強調も無
視するわけにはいかないが、現存の文献や史料を読めばわかるように、実際、そこには少
なくとも人間としての完全な倫理性が要請されている。言い換えれば、本稿では王安石の
学における倫理を実用性の付属品と見做さぬばかりではなく、かえってその逆の方向で、
彼の人材養成思想を風習論の一環として捉えたい。
王安石にとって、人材を養成する基礎となるのは、古代の学校制度のような教育システ
ムの立て直しであろう。彼は「上仁宗皇帝言事書」の中で、
古は天子諸侯の国（みやこ）より郷党（村里）に至るまで、みな学有りき、博く
教導の官を置いて、其の選を厳にす。朝廷の礼楽・刑政の事は、みな学に在り。
士の観て習う所の者は、みな先王の法言・徳行もて天下を治むるの意にして、其
の材も亦、以て天下国家の用と為るべし。苟も以て天下国家の用と為るべからず
んば教えざるなり。苟も以て天下国家の用と為るべき者ならば、則ち学に在らざ
るは無し。
（中略）方今、州県に学有りと雖も、牆壁の具わるを取るのみ。教導
の官の人才を長育する事あるに非ざるなり。唯だ太学には教導の官あるも、亦た

97

前掲、土田健次郎『道学の形成』
、341 頁。
同上、339－341 頁。
99 巻七十三「答李資深書」
、
『臨川先生文集』
、771 頁（内得於己、有以待物、而非有待乎物者
也）
。
98
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未だ嘗て其の選を厳にす。朝廷の礼楽・刑政の事は未だ嘗て学に在らず。学者も
亦た漠然として、自ら礼楽・刑政を以て、有司の事にして己の当に知るべき所に
非ずと為す。学者の教うる所は、章句を講説するのみ。章句を講説するは、固よ
り古の人を教えし道には非ざるなり100。
と言ったことがある。すなわち、理想的な古代では、首都を始めとする大都市から田舎
にまで学校が建てられていた。それらの学校は、優れた教員を置いて、礼楽刑政などの有
用なことを教え、
「天下国家の用と為る」人材を育てる。しかし、現在は学校も整備され
ておらず、教員たちも優秀ではなく、またその教育の内容が章句訓詁だけであり、全く有
用ではないという。長文であるが、ここで王安石は確かに人材の養成に対して、実用性を
強調しているのかもしれない。先王の「徳目」も言及されたが、教育内容の一つとしてや
はり天下国家の用に帰結されてしまった。実際、従来の研究も概してその文章を通じて、
王安石の人材観を読み取っている。だが、「万言書」は皇帝に対策を進言する文であるか
ら、実用性に偏重しているのもごく自然なことであろう。王安石の学校システムの立て直
しによる人材養成の思想を一層深めようとすれば、彼の古代学校制度に対する論述は少な
くないため、多くの資料をより全面的に把握する必要があるではないだろうか。
王安石は、
「虔州学記」という文章において、再度先王時代の教育を詳しく論じ、
先王の所謂「道徳」というものは、性命の理にほかならない。その具体的な表現
は、俎豆（即ち、祭祀用の礼器）や鐘鼓、管絃（即ち、楽器）などの礼楽に在り、
簡単に知ることができない。それゆえ、
（先王は）教員を置いて、学校を建てた。
そして、天下の士を集め、物事の道理を弁えさせたり、礼楽を習わせたりして、
道徳の真義を深く知らせる。
（中略）蓋し、其の教育の方法は、徳にしてすなわ
ち智・仁・聖・義・忠・和（六徳）であり、行にしてすなわち孝・友・睦・姻・
任・恤（六行）であり、芸にしてすなわち礼・楽・射・御・書・数（六芸）であ
る。邪説や悪行、常識はずれのことは世に役立たないから、当時はその存在さえ

100

巻三十九「上仁宗皇帝言事書」、
『臨川先生文集』
、412－414 頁（古者天子諸侯、自國至於
郷黨皆有學、博置教導之官、而嚴其選、朝廷禮樂刑政之學、皆在於學、士所觀習者、皆先王之
法言德行之意、其材亦可以為天下國家之用、苟不可以為天下國家之用、則不教也、苟可以為天
下國家之用、則無不在於學、……方今州縣雖有學、取牆壁具而已、非有教導之官長育人才之事
也、唯太學有教導之官、而亦未嘗嚴其選、朝廷禮樂刑政之事、未嘗在於學、學者亦默然自以禮
樂刑政為有司之事、而非己所當知也、學者之所教、講説章句而已、講説章句、固非古者教人之
道也）。
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許されなかった。そして、諸侯の領では天子に従って、天子の命令を受けて学校
を建て興す101。
と言っている。
「六芸」という実用性のある項目も言及されたが、ほかに「六徳」・「六
行」も挙げられ、この三つが並んで古代学校教育の内容とされている。つまり、王安石が
目指した理想な教育には、実用性のあるものだけではなく、徳行に関するものもかなりの
割合を占めている。しかも、この話から、王安石の言った「世に役立つ」というのは、現
代意味での実用性ばかりではなく、徳行を含んだ広い意味のものであることがわかる。さ
らに、彼にとってそれらの先王の教えは、実は「道徳」であり、究極的に言えば「性命の
理」である。そうすると、むしろ六芸などの実用項目は、道徳性命に従属した一部の内容
となってしまっただろう。礼楽が道の具現であって、言い換えれば、ここでは、実用性が
倫理よりも下の次元に属しているのである。そのほか、例えば、彼は「明州慈渓県学記」
の中で、
古は、天下の田を「井」にして、郷党の庠・遂の序・国の学（即ち、各レベルの
学校）の法、其の中に立つ。郷射飲酒、春秋合楽、老を養ひ農を労ひ、賢を尊び

能を使ひ、芸を考へ言を選ぶの政、成を受け馘を献じ、囚を訊ふの事に至るまで、
学に出でざる無し。此れに於いて天下の智・仁・聖・義・忠・和の士を養ひ、以
て一偏一伎一曲の学に至るまで、養はざる所無し102。
と述べている。古の学校では、完全な徳行を備える士と、専門分野に偏る人を養成する
と論じられたが、この文脈から見れば、最も理想的な狙いは、言うまでもなく、
「天下の
智・仁・聖・義・忠・和の士」にある。第一章で説明したように、王安石は、多数の人々
は君子でもなくて小人でもなく、「中人」という平凡な人間であると考えたため、ある分
野に偏った人間が存在するのも当然のことであろう。そして、学校で習う内容について前
の文章と異なり、徳行にかかわる項目が見当たらないが、その養成の目標は、まさに倫理
101

巻八十二「虔州学記」、
『臨川先生文集』
、858－859 頁（先王所謂道德者、性命之理而已、
其度數在乎俎豆、鐘鼓、管弦之間、而常患乎難知、故為之官師、為之學、以聚天下之士、期命
辯説、誦歌弦舞、使之深知其意、……蓋其教法、德則智仁聖義忠和、行則孝友睦姻任恤、藝則
禮樂射御書数、淫言詖行詭怪之術、不足以輔世、則無所容乎其時、而諸侯之所以教、一皆聽於
天子、天子命之、然後興學）。
102 巻八十三「明州慈渓県学記」
、
『臨川先生文集』
、870 頁（古者井天下之田、而党庠、遂序、
國學之法立乎其中、郷射飲酒、春秋合樂、養老務農、尊賢使能、考藝選言之政、至於受成、獻
馘、訊囚之事、無不出於學、於此養天下智仁聖義忠和之士、以至一偏一伎一曲之學、無所不養）
。
なお、この訳文は、前掲の塚本哲三編『唐宋八大家文・下』
（漢文叢書、600 頁）を参照した。
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性に帰している。やはり、実用性のある項目は、王安石にとって道の体現でしかない。し
たがって、教育において究極的に目指されているのは、道につながる人間性を全うする人
材であろう。
一方、王安石が古代の教育を論じた際、倫理問題にしか触れない場合も見られる。彼は
叔父のために書いた墓誌の中で、
．
庠序・聘挙（古代の人材登用の方式）の作法が崩れて以降、国家世論の主流は閨
．
．
門の隠れるところに及ばなくなった。そして、士の中に本を務める者も、常に浮
華かつ浅薄な人に屈しなければならない103。
と指摘した。
「閨門」というのは家庭のことであり、すなわち親子や兄弟、夫婦などの倫
理関係を指す。
「本を務める」というのは、
『論語』に「君子は本を務む」104という文章が
あり、すなわち「孝・弟」という親子・兄弟の倫理関係を守ることである。王安石からす
れば、古代の人材養成制度では、国家の教育が人間の倫理関係を非常に重視していたが、
後世においては、そういった旧来の良い伝統が消えてしまった。そして、現実において、
うわべは華やかで実質の乏しい人は、常に徳行を務めるものに勝っているのである。
第二章で説明したが、王安石は、華やかで内実の無い章句の学によって、精妙な道が隠
されてしまったと述べたことがある。そして、彼が「万言書」の中で「学者の教うる所は、
章句を講説するのみ」と批判したことも見過ごしてはならない。要するに、王安石にとっ
て、
「本を務める」ことに反する浮華かつ浅薄な人は、主に章句や文辞だけを務めるもの
である105。そこからも、王安石のいわゆる「天下国家の用」というのは、現代的な意味で
の実用性ではなく、
「章句を講説する」ことの反対に当たる「本」
（倫理性）をも含んでい
．．
ることが窺える。それゆえ、王安石は「聖人の教えは、必ず閨門から始まる」106と明確に
指摘して、人材養成における倫理性の重要性を主張しているのである。
古の良き風習に馴染んだ社会については、王安石は、およそ下記のような理想的な光景
を描いていた。
103

巻九十三「叔父臨川王君墓誌銘」
、
『臨川先生文集』
、964 頁（自庠序聘舉之法壞、而國論不
及閨門之隱、士之務本者、常詘於浮華淺薄之材）
。
104 『論語注疏』巻一「学而第一」
、
『十三経注疏』
、2457 頁（君子務本、本立而道生、孝弟也
者、其爲仁之本與）。
105 章句のほか、王安石は文辞を巧みに扱うものに対しても、常に「浮華」とか「浅薄」に似
たような言葉で批判している（巻七十五「上邵学士書」、巻八十四「張刑部詩序」
、『臨川先生
文集』、799・884 頁）
。
106 巻九十「外祖母黄夫人墓表」
、
『臨川先生文集』
、939 頁（聖人之教、必繇閨門始）。
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女は内に事え、男は外に事える。治は内から外に広げて、化は上から下へ深める。
上の人は、誠意を持って下の人を愛護し、下の人は、忠誠を持って上の人に報い
る。親子・夫婦は、それぞれの持ち分に応じた道徳性を持つ。（人々は）老人を
養い、幼児を慈しみ、自力で生活して、弱者を助ける。労働せねばならず、衣食
のためにも働くべきである。
（さらに言えば、労働は）衣食を用意することだけ
ではなく、あらゆる憂患を除くためにもなる。奇異な物を貴ばず、労働の道具や
器械を大切にすべきである。
（さらに言えば）労働の道具や器械を大切するだけ
ではなくて、礼儀にかなうものならば大切にするべきである。皆なが力を残さず
に頑張っているから、物事は簡単に治められる。土地の利が残らず収穫されたか
ら、人間の利用できる物は数えられぬほど多い。女は淫行をせず仁を行い、また
礼儀も持っている。士は惰らなく武にも精通して、また義を持っている107。
この長文からは、王安石の風習論に関する要点を数多く読み取れるが、まず、文末に示
された「武」について注意すべきである。すなわち、王安石は「武」のことを単なる技術
と見做さず、士が「武にも精通」することを良き風習に馴染んだ社会の全体像の一部分と
して捉えている。実は、彼は「万言書」においても、古代の人材養成の作法では士に武を
教えていると指摘し、
先王の時、士の学ぶ所の者は文武の道なりき。（中略）武事に至っては、其の才
の大小に随い、未だ学ばざる者は有らざりしなり。
（中略）今の学者は以為らく、
文武は異事なり、吾は文事を治むを知るのみ、と108。
と言った。ボル氏もこの点を指摘したことがあるが109、ほとんどの研究はこれを王安石
の人材養成思想における教育の実用性として解説している。しかし、王安石の古代教育に
対する論述を全面的に把握すれば、この武事であれ、
「六芸」にある「射る」ことであれ、
107

『詩義』「豳風・七月」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、115 頁（女服事乎内、男服事
乎外、治自内而外、化自上而下、上以誠愛下、下以忠報上、父父子子、夫夫婦婦、養老而慈幼、
食力而助弱、不作無益也、備豫乎桑田之事而已、非特備豫乎桑田之事而已也、苟可以除患者皆
備豫焉、不貴異物也、致美乎桑田之器而已、非特致美乎桑田之器而已也、苟可以成禮者皆致美
焉、人無遺力矣、故事不足治也、地無遺利亦、故物不可勝用也、女不淫而仁也、又有禮焉、士
不惰而武也、又有義焉）
。
108 巻三十九「上仁宗皇帝言事書」
、
『臨川先生文集』
、415 頁（先王之時、士之所學者、文武之
道也、……至於武事、則隨其才之大小、未有不學者也、……今之學者、以為文武異事、吾知治
文事而已）
。
109 Bol, Peter K. This Culture of Ours: Intellectual Transitions in Tang and Sung China, p217-218.
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王安石にとって皆な独立した技術だけではなく、完全な人間性に従属するものでもあるこ
とがわかる。
さらに言えば、そもそも儒教のいわゆる「五常」の仁・義・礼・智・信、あるいは「六
徳」の智・仁・聖・義・忠・和といった徳目ではあるが、その中に「智」が含まれている
ことにも注意すべきである。今日、
「智」は一つの能力として見做されがちであり、倫理
に関するカテゴリーに属することは少ない。しかし、儒教の伝統から見れば、孟子が「君
子の性とする所は、仁義礼智、心に根ざす」110といったように、智は人間性における非常
に重要な徳目である。なお、少し話がずれるが、例えばプラトン以来、西洋の伝統にも知
恵・勇気・節制・正義という「枢要徳」が見られる。およそ古典の思想においては、智を
徳目として捉えることは珍しくないように思われる。王安石の人材観に対しては、少なく
とも、現代的な意味での実用性をそういった形で倫理性の中に置いて見たほうがより適切
であろう。
もちろん筆者は、王安石の考えで実用性が完全に無視されたとは言っているのではない。
すでに多くの研究が存在したために論述の重複も避けたいし、また従来の王安石の「用」
に対する理解を一層深めたい。つまり、王安石の学における「用」は、倫理が形骸化した
ものではなくて、究極のところで言えば、まさに倫理性の中に従属している。その意味で、
彼の人材養成思想は、むしろ風習論の下の次元にあり、風習論の一部分なのである。
だからこそ、王安石は人材養成・官僚登用を目指した科挙制度の改革案について、神宗
に上奏した際、
謹んで思いますに、古の士の選抜は、みな学校によりました。それ故、道徳は上
に一であって、風習は下に治まり、人材は皆な世で十分に所を得たのです111。
と言った。すなわち、人材の養成および選抜でありながら、その終極の目標は「道徳」
を一にして、風習を正すというところにある。これが、王安石の唱えた人材養成の内実で
あろう。

110

『孟子注疏』巻十三上「盡心章句上」、
『十三経注疏』、2766 頁（君子所性、仁義禮智根於
心）
。
111 巻四十二「乞改科条制札子」
、
『臨川先生文集』
、450 頁（伏以古之取士、皆本於學校、故道
德一於上、而習俗成於下、其人材皆足有為於世）
。なお、この訳文は、土田健次郎「王安石に
おける学の構造」
（『道学の形成』、343 頁）を参照した。
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（二） 風習を立たす

第二章で少し言及したように、王安石は「国風解」という文章において、
『詩経』に反
映された「風俗」は、尊卑等級のある礼制とは異なり、およそ君主から庶民に至る社会全
体に対する同質的な要請であると指摘したことがある。また、彼は『詩大序』への解釈の
冒頭で、
凡そ天子に於いて用いられる『詩』
（の中に礼制に関する部分）は、諸侯が用い
てはならない。諸侯に於いて用いられるものは、大夫が用いてはならない。例え
ば、
「三家者は雍を以て徹す」という場合は、孔子が批判したのである。ただし、
この「關雎」という詩は、村人とか天下万民、誰でも用いることができる。それ
は、この詩は夫婦の倫理を正すものだからである112。
と論じている。
「三家者は雍を以て徹す」とは、
『論語・八佾』に見られるが、すなわち
孔子は礼の秩序を守って三家による僭越に反対したという話である。113王安石は、
『詩』
の中にある礼に関する部分は、天子・諸侯・大夫という等級の差を厳守すべきであるが、
倫理に関する部分、例えば「關雎」は民衆全体に適用すべきだと考えている。
ところが、風習の価値に差がなくとも、良き風習を正すために、王安石はやはりそのや
り方の手順を決めなければならない。上述の彼が描いた理想社会の話には、
「治は内から
外に広げて、化は上から下へ深める」114という言葉がある。「治」というのは、天下国家
を治めることとも理解できるが、また人間の心を治めることとも理解できる。「化」とい
うのは、いうまでもなく教化のことである。そこで、王安石は世の風習を正すために、
「治
は内から外へ」
・
「化は上から下へ」という二つの順番を提示した。
彼は、
『詩経』の「周南」篇にある十一の詩の並び方について115、「『周南』詩次解」と
いう文章を作って説明したことがある。その冒頭には、

112

『詩義』「詩大序」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、3 頁（凡詩用於天子者、諸侯不得
用、用於諸侯者、大夫不得用、若三家以雍徹、而孔子非之也、此關雎、郷人、邦國皆得用者、
以之正夫婦也）
。
113 『論語注疏』巻三「八佾第三」
、
『十三経注疏』、2465 頁（三家者以雍徹、子曰、相維辟公、
天子穆穆、奚取於三家之堂）。
114 『詩義』
「豳風・七月」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、115 頁（治自内而外、化自上
而下）。
115 即ち、
「關雎」
、
「葛覃」、
「卷耳」、
「樛木」
、
「螽斯」、
「桃夭」、
「兎罝」
、
「芣苢」、
「漢広」、
「汝
墳」、
「麟之趾」
。
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王者の治は家より始まる。家の序は、夫婦の倫理を正しく扱うことに基づく116。
と書いてある。また、
『詩大序』への解釈文章でも、
王者は（風習を）正すのは、家より始まり、天下に（至って）終わる117。
と、同じような言葉が見られる。ここでの「家」は、すなわち君主自身の家を指してい
る。つまり、良き風習の形成は、君主が自分自身から始めるべきであって、その後、自身
から天下の人々に広げるという。これは、いわゆる「内から外へ」という手順である。し
かもこれは、士大夫の場合も同様に要求されている。王安石は、
「太平州新学記」という
文章の中で、
．．．．
．．
仁の施行は、親子の間より始まる。その仁の善行を積み重ねて広げ、
「聖にして
之を知る可からざるを之れ神と謂う」。仁をもって人に及ぼして進み、聖人のい
．．
わゆる天道に至ることは、学者の為すべきところである118。
と言っている。士大夫は仁義を実践するために、やはり自分自身の家族関係から始まっ
て、次第にその効果を広げて人に及ぼしていくべきである。さらに、このように仁義の効
果を内から外に拡大し、究極に至れば天道に達するという指摘にも注意する必要がある。
要するに、王安石にとって良き風習の形成も、実は原理である道の実現なのである。
もう少し説明を加えたいが、
「治」と「化」の言い方からも見えるように、前者は主に
君主や士大夫の自律と修身を強調し、後者は概して庶民を対象としている。言い換えれば、
王安石から見れば、庶民は心性を修めて道徳を向上させるという自律性が弱く、多くの場
合、道徳のモデルと期待される君主に学び、また有徳な士大夫に導かれる必要がある。例
えば、彼は『周礼義』の中で、
王及び諸侯は、物を正すことを職務と為す。
（中略）卿大夫は、人を養うことを
職務と為す119。
116

巻六十六「『周南』詩次解」、『臨川先生文集』、701 頁（王者之治、始之於家、家之序、本
於夫婦正）
。
117 『詩義』
「詩大序」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、8 頁（王者正始於家、終於天下）。
118 巻八十二「太平州新学記」
、
『臨川先生文集』、863 頁（仁之施、自父子始、積善而充之、以
至於聖而不可知之謂神、推仁而上之、以至於聖人之於天道、此學者之所當以為事也）。なお、
「聖にして之を知る可からざるを之れ神と謂う」という言葉は、
『孟子注疏』巻十四上「盡心
章句下」
、
『十三経注疏』
、2775 頁（充實而有光輝之謂大、大而化之之謂聖、聖而不可知之之謂
神）
。
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と述べている。
「王及び諸侯」は、皆な君主である。
「物を正す」というのは、すなわち
格物致知で身を修めることである。上述のように、王安石は君主が無為にして窮理・修身
を務め、万民の道徳的模範になるべきであると主張した。彼にとって、風のような教化は
「緩やかで人の善心を感動させる」120ので、君主による模範も非常に大切である。それゆ
え、王安石は、君主の上から下への教化をとりわけ重視している。彼は、
「詩大序」への
解釈において、
．．
風の本は、人君一人の躬行（すなわち、自ら実行すること）より出る。その末は、
すなわち一国中のいたるところで現れる121。
と、一国の風習を正すにあたっての君主による基礎的な役割を指摘した。
「躬行」とい
うのは、すなわち、君主が自ら模範を示すことであろう。したがって、王安石は一国の風
習の良し悪しについて、一つの基準として君主の徳行を見ればわかると考えていた。彼は、
『詩・鄭風』の「大叔于田」篇を解釈する際、
．．．．．
人君は義を明らかにして、民衆を正す。
（もしそういった形で）民衆は義を知る
ことができれば、誰が敢えて不義をするのか122。
と強調した。つまり、君主は自ら義を明らかにして、その効果を人々に推し、民間の風
俗を正すということである。それに対して、もし君主が徳に背けば、その悪効果も必ず全
国に生じると考えられている。王安石は、
『書・泰誓中』に記載された「百姓過ち有らば、
予れ一人に在り」という周の武王の言葉に対して、
（周の武王にとって）庶民に過ちがあれば、
（その責任は）乃ち己の身に在る。
．．．．．
なぜ、紂王を討伐することをもって百姓を正せないのか。それゆえにこそ、今（武
王が）必ず紂王を討伐に行くのである123。

119

『周礼義』巻五「天官冢宰一・司裘」、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、157 頁（王及諸
侯以正物為事、……卿大夫以養人為事）。
120 『詩義』
「大雅・蕩之什・崧高」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、265 頁（此雅也、謂
之風、則以辭不迫切而能感動人之善心、故謂之風也）
。
121 『詩義』
「詩大序」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、6 頁（風之本出於人君一人之躬行、
而其末則見於一國之事）
。
122 『詩義』
「鄭風・大叔于田」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、68 頁（人君明義以正眾、
使眾知義、而孰敢為不義）
。
123 『書義』
「周書・泰誓中第二」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、104 頁（民有過乃在于
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と説明した。要するにこの文脈は、紂王が無徳の天子なので、下の民間における風習も
不正になり、庶民は多く過ちを犯している。しかし、周の武王は、庶民たちが過ちを犯し
たのは自身の責任であると考え、紂王を討伐することによって、不正の根源を除き、民間
の風習を正すという。現代の我々から見ればやや不思議な考え方かもしれないが、まさし
く王安石が持つ論理である。
ただし、いわゆる「上から下へ」の教化の手順は、君主から万民に直通するかどうかに
ついては明確に論じられていなかったようである。少なくとも、各階層やコミュニティー
において、
「上から下へ」の教化も重視された。例えば、王安石は『詩・小雅』の「角弓」
篇への解釈において、
君子は自ら明徳を明らかにすることを以て民の上に立てば、民の悪徳も消えてし
まうだろう124。
と言って、特定の場所を指していたわけではないが、とにかくコミュニティーの中にお
いて、徳のある君子や士人によって庶民を教化することが語られた。また、そのような風
習是正パターンは、家族同士の中にも強調された。王安石は、『詩・鄘風』の「桑中」篇
を解釈して、
「孟」というのは、兄弟姉妹の最年長の者である。最年長の者ですら礼儀を犯す
ようであれば、年下の者や子供たちの事情はいうまでもない125。
と述べた。つまり、家族内の兄弟にしても、年上から年下への教化が存在すると考えら
れている。およそ、一国にすれば君主を頂点として万民に臨み、一家にすれば家長をトッ
プとして家族同士に対するといったそれぞれの次元における「上から下へ」の教化が認め
られている。総じていえば、その中で君主が模範を示すことは最も重要である126。
己、豈可不伐紂以正百姓乎、今我必往伐紂也）。なお、
「百姓過ち有れば、予れ一人に在り」と
いう言葉は、『尚書正義』巻十一「周書・泰誓中第二」、『十三経注疏』
、181 頁(百姓有過、在
予一人、今朕必往）。
124 『詩義』
「小雅・魚藻之什・角弓」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、211 頁（君子自昭
明德以在民上、則民之惡德消矣）。
125 『詩義』
「鄘風・桑中」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、47 頁（孟則長矣、而猶犯禮、
則季稚可知）。
126 例えば、王安石は「乃建左學、率先諸夏、在郊立制、繫一人之本焉、養士興仁、形四方之
風也」
（集外輯編巻一「首善自京師賦」
〈『皇朝文鑑』巻十一〉
『王荊公文集箋注』
、2194 頁）、
「是
以一國之事、繫一人之本、謂之風」
（『詩義』
「詩大序」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、6
頁）といったように、君主の「一人之本」を強調している。
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そういった君主の徳によって万民を馴致させるという主張は、すでに述べた通り、主と
して良き風習に導く感化力が期待されている。王安石にしてみれば、人の「精神に感通し
て、その志慮を変えさせる」127ことができなければ、教化の極みとは言えない。そこで、
彼は徳によって民を治める重要性を唱えて、
先王は天下を為すところで、内の徳を明らかにして外の事を治める。そして、
（先
王は）命令を発布するにあたって、徳を以て教えることを主として扱い、できる
限り民に刑や法を見せない128。
と指摘した。要するに、理想的な社会では、君主は徳を持って民を教え、刑や法などを
できる限り利用しない。ここで、
「徳による感化力」・「刑による強制力」という対立図式
が挙げられた。王安石は風習を正すことに関しても、前者のほうが優先されるべきだと主
張した。これは実際、儒教における非常に典型的なテーゼである。すでに説明したが、王
安石は孔子以来の「之を道くに徳を以てし、之を斉うるに礼を以てする」129という伝統の
正しさを確信していた。例えば、彼はある地方官僚の業績を称える文章の中で、
善の心は人間の至誠より出るものである。蓋し、単なる法律や規定によって押し
付けられては無意味である。もし（上の人は）賞罰をもって天下の人々を用いる
．．．．
ならば、先王の俗は廃れるようになる130。
と言っている。良き風習の形成は、必ず人間の誠意を呼び起こし、それによって、徐々
に自発的なものになるのであり、刑罰による威嚇や、利益による誘導などに依存してばか
りいてはならない。また、
『書・康誥』への解釈の中にも
刑罰に次序があるということは、法制や禁令の政でしかなく、未だ徳に及ばない。
（そのような形で）民が服従したとしても、それは強いられたからであり、上の

127

『詩義』
「周南・漢広」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、17 頁（化人者不能感通其精神、
變易其志慮、未可以言至也）。
128 『書義』
「周書・呂刑第二十九」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、223 頁（先王之為天
下、内明而外治、以德教為主、不使民覿刑辟）。
129 『論語注疏』巻二「為政第二」
、
『十三経注疏』
、2461 頁（子曰、道之以政、齊之以刑、民
免而無恥、道之以德、齊之以禮、有恥且格）
。
130 巻八十二「通州海門興利記」
、
『臨川先生文集』
、866 頁（善之心出於至誠而已、蓋不獨法度
以驅之也、以賞罰用天下、則先王之俗廢）
。
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人の徳に服したのではない。
（上の人は）徳を以て民を導いてはじめて、民も徳
を以て応じる131。
とあり、同様に徳による教化の意味が述べられている。ここで言われている「未だ徳に
及ばない」という言葉からも、王安石にとって、徳の感化力は刑の強制力よりも優位であ
ることが読み取れる。
一方、王安石は風習を正すために、刑罰の役割を全く無視していたわけではない。彼は
『詩・召南』の「羔羊」篇について、
．．．．
所謂「
（周の）文王の政」とは、躬行の教だけではなくて、慶賞や刑威なども存
在する132。
と説明した。
「躬行の教」というのは、前にも触れた通り、君主が自ら模範を示して教
化することである。つまり、聖王たる周の文王が行った政治は、徳を持って民を導くとと
もに、また刑罰をもって民を戒めるという。
「慶賞」と「刑威」は、実際、コインの両面
であり、上述でも「賞罰をもって天下の人々を用いる」と言及したが、両方とも徳による
感化力に対して、利害関係によって民を動かすものであるから、王安石の文脈において常
に「法」とか「刑」とか「政」などの一言で指示される。
それでは、徳と刑の関係は一体どのようなものであろうか。彼は、『書・呂刑』にある
「士百姓を刑の中に制りて、以て德を祗むことを教ゆ」という文章に対して、
刑は教化ではない。しかし、ここで「以て德を祗むことを教ゆ」と言っているの
は、蓋し聖人の行為で教化にかかわらないものはないということである。刑罰を
加えるのは、人を故意に害することでなければ、人を善の中に押し込んで納入す
ることとも言える133。
と解釈した。
「人を善の中に押し込んで納入する」というのは、すなわち、人は徳の教
化によって自発的に善に赴くのではなく、刑の強制力によって無理やりに善の中に入れら

131

『書義』
「周書・康誥第十一」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、155 頁（刑罰之有敘者、
政而已、未及夫德也、故民之和、強勉而已、非其德也、惟道之以德、然後民應之以德也）
。
132 『詩義』
「召南・羔羊」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、25 頁（所謂文王之政、非獨躬
行之教、則亦有慶賞刑威存焉）
。
133 『書義』
「周書・呂刑第二十九」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、224－225 頁（刑非教
也、而言「以教祗德」
、蓋聖人莫非教也、刑之所加、苟非害之、亦曰敺而納之於善而已）
。
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れる。王安石にとっては結局、その刑の目指した方向も、徳による教化と同じ善である。
いわば、刑は「徳に及ばない」とされているとはいえ、風習を正すための補助手段として、
それなりの役割を果たしているのである。慶暦七年（1047）十月、王安石は当時の上司へ
の手紙の中で、
小人（庶民）は、
「ともに成るを樂しむべし」と雖も、
「ともに始めを慮るべから
．．
ざる」ものです。もし本当に大義が有れば、
（民を）強いても為さしめます134。
と述べた。
「民はともに始めを慮るべからず、而してともに成るを樂しむべし」135とは、
『商君書』に出てきた言葉であり、民はともに慮って始めることはできないが、ともに楽
しみ安らぐことはできるという意味である。これはやはり、民に対しては上から下への指
導が必要だという見方である。それゆえに王安石は、場合によっては民の自らの判断を待
たず、政治の強制力を持って民を強いて大義のところへ赴かせるべきであると主張した。
さらにいえば、当時は王安石が国政を担うおよそ二十年前である。要するに、そういった
法家的な論と見られるものも、彼が宰相に就任する前から存在していた。そこからも、王
安石の思想における時間的一貫性が窺える。
したがって、王安石は『詩義』の中で徳と刑を合わせて論じて、
（
「詩大序」の中では）或いは「教化」と言い、或いは「政教」と言い、或いは
．
．
「刑政」と言う。これは一体何だろうか。教化は、本であって、刑政は、末であ
．
る。だが、先王の道が衰えると、その本は先に無くなってしまった。それゆえ、
「教化」が実施できなくなり、
「政教」を施さねばならぬ。さらに、
「政教」も徐々
に実施できなくなると、
「刑政」を施さねばならぬ。もし末である「刑政」さえ
も実施できなくなれば、これこそ哀れむべきところである136。
と、教化を本とし、刑政を末として捉えている。彼から見れば、刑政に比べ、やはり教
化のほうが最も「道」に一致したものなのである。さらに、刑政はむしろやむを得ぬ最終
134

巻七十五「上杜学士言開河書」、
『臨川先生文集』
、795 頁（夫小人可與樂成、難與慮始、誠
有大利、猶將強之）。
135 巻一「更法」
、
『商君書錐指』蒋礼鴻、中華書局、1986 年、2 頁（民不可與慮始、而可與樂
成）
。なお、この訳文は、『商子』（国訳漢文大成、経子史部巻九、国民文庫刊行会、1921 年、
2 頁）を参照した。
136 『詩義』
「詩大序」、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、6 頁（或曰教化、或曰政教、或曰
刑政、何也、教化、本也、刑政、末也、至於王道衰、則其本先亡矣、故不足於教化而後言政教、
不足於政教而後言刑政、苟則其末亦有所不足、此其所以可哀也）
。
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手段である。ここに、王安石の風習論における「徳による感化力」と「刑による強制力」
の位置づけが見られる。
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まとめ

本章は、王安石の政治構想を考察した。王安石の最も重要な著作は、いわゆる『三経新
義』である。本稿は第二章での論証を通じて、一つの仮説として、
『書義』
・
『周礼義』
・
『詩
義』という新義がそれぞれ君主の道である「人道」
、礼の制度である「治道」
、民間の風習
である「風俗」に関する王安石の理念を説いた、ということを提示した。したがって、こ
の三つの問題は、王安石の政治思想における核心的なテーマであると思われる。それに応
じて、本章も主として、王安石の政治構想を君主論・制度論・風習論という三つの面にお
いて把握してきた。
第一節は君主論である。君主は、礼の制度においてはトップであり、風習を正すにあた
っては庶民の模範となる、前近代政治における非常に重要な存在である。王安石は君主に
対して、明確に「君主の無為」
・
「大臣の有為」というテーゼを掲げている。そこには、宋
代士大夫の高まったアイデンティティー、かつ「天下を以て己の任と為す」責任感が見え
てくる。また、王安石は儒教伝統の民本思想の持ち主であって、民意を重視し、
「放伐」
に対しても肯定している。これは、彼の政治論において最もダイナミズムに富んだ部分か
もしれない。しかし、究極のところ、王安石は民意も道に従うべきだと考え、君主権力の
暴走を抑制しようとしながらも、民意の無制限な伸長も防止していた。結局、王安石の学
説では、君主・士大夫・庶民の三者の中で、道統を代表する士大夫は事実上、最も優位な
立場を占めている。
第二節は制度論である。王安石は『周礼』に参照しながら、自分の目指した礼の制度が
道の人間社会における体現であると考えていた。したがって、王安石にとって、礼の制度
は官僚制としての道具だけではなく、そのもの自体が目的ともなっている。また、従来の
研究は、概してその制度のシステムに関心を寄せているが、本稿は王安石が官僚制の行政
機能を向上させる意向もあったことを認めたうえで、主にその「等級的秩序」および「宰
相主導の中央集権体制」という二つの視点で議論を展開した。王安石は、礼の制度におけ
る尊卑貴賤の等級を非常に強調している。政治体制の運営から見れば、等級的秩序は、政
治上のダイナミズムがもたらす急進的な破壊力を抑え、上の者の権威を守り、バランスを
取る安定性をはかる「ブレーキ」である。それに、
「君主の無為」思想を貫いて、彼は宰
相を実質的権力者とする政治体制を唱えた。このような宰相主導体制の要請は、いわば政
治制度における士大夫が主導権を握る儒教政治の反映であろう。
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第三節は風習論である。王安石の人材養成思想は、既存研究の一つの焦点である。本稿
は、王安石の学における道の原理性から、彼の唱えた実用性も実際は道につながる倫理性
の下の次元に属していると指摘し、彼の人材養成思想を風習論の一環として捉える作業を
試みた。そして、王安石の「風習を正す」方法論について、
「内から外へ」
・
「上から下へ」
という二つの手順を検討して、
「教化は本（主要）
」
・「刑政は末（補助）
」という二つの手
段を考察した。このような手順と手段を取った王安石の主張は、いうまでもなく儒教の伝
統を汲んでいたし、さらに言えば朱子学の理念にも非常に似通っている。
総じていえば、王安石は『三経新義』を中心に、君主の位置づけ・制度作り・社会風習
の形成という三つの問題に対して自身の答えを提出した。その三位一体の政治構想は、士
大夫の黄金時代に生きている儒者たちの自負心が込められており、士大夫主導による儒教
政治の主張を強烈にアピールした。上述のように、王安石の学は彼が国政を担うにつれて、
宋学諸家に先んじて官学の地位を獲得し、特に『三経新義』が国家指定の科挙テキストと
されたことによって、南宋末期までの一世紀半以上にわたって大きな影響を及ぼした。に
もかかわらず、なぜ王安石の学は後のイニシアティブ争いで徐々に朱子学に敗れ、とうと
う歴史の舞台から姿を消してしまったのだろうか。しかもこの問題は、前近代の中国にお
いて、儒教政治の関心が中央の王朝政治から地方の民間政治へと転向したことに関連して
いるように思われる。これが本稿のもう一つの中心テーマである。
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第四章 道学者：王安石超越への道

ここまでは、本体論および具体的な政治構想を巡って、王安石の政治思想を改めて考
察した。すでに説明したように、王安石は『三経新義』を中心とした三位一体（君主・
制度・風習）の政治構想を唱えて、儒家の士大夫が指導する政治を強くアピールした。

その核心は、言うまでもなく『周礼』の理念と見做された宰相主導の体制であろう。つ
まり、宰相を実質的な権力者とする政治体制を離れれば、
「君主の無為」であれ「風習を
正す」ことであれ、皆な砂上の楼閣に過ぎないのである。しかし、王安石の政治構想は、
当時の現実に照らしてみる限り、かなり理想的なものであるように思われる。言い換え
れば、中央政府の宰相集権という理念はそれなりのジレンマを抱えていた。このジレン
マの克服は、王安石の学にはとうてい不可能であり、新たな思想の現れを待たなければ
ならない。このことが、王安石の学は後世の歴史において、朱子学に敗れた重要な一因
であるように考えられる。本章は主に政治思想の視角でこの問題を検討しながら、宋代
以降、儒教政治の関心が中央から地方に転向していったことを解明したい。

第一節 王安石のジレンマ

北宋王朝は、唐末五代の大動乱に鑑みて、皇帝中心の中央集権体制を強化するととも
に、科挙に合格した文人官僚を多く起用して、いわゆる「文を以て武を制す」という方
針を取った。これは、宋代が士大夫の黄金時代と称された重要な背景である。しかし、
皇帝にとって、文臣は武将よりは信用できると雖も、やはり大臣の誰かが権力を占有す
ることを防止しなければならない。そこで、宋代の中枢権力機構の設置の中に――具体
的に言えば、もともと宰相（中書省）が総攬すべき行政（中書省）・軍事（枢密院）・財政
（三司）
・人事（審官院）などの権力を各省庁に分散させることによって――、一種の「権

力分立」の精神が読み取れる1。
もちろん、宰相の権力が分割されたため、その反対に君主の権力は増加した2。これは
通常、
唐宋変革によって君主独裁政治が確立した一因であると考えられている。本稿は、
1
2

鄧小南『祖宗之法：北宋前期政治述略』生活・読書・新知三聯書店、2006 年、211 頁。
銭穆『中国歴代政治得失』生活・読書・新知三聯書店、2001 年、76 頁。
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歴史学の研究ではないので、
具体的な歴史に関してはできるだけ省きたい。少なくとも、
王安石の宰相集権の主張を理解するために、そういった北宋王朝の立国の精神を無視す
るわけにはいかないであろう。
また、制度上の「権力分立」のほかに、北宋の皇帝は人事についても同様のことを考
えていた。そのキーワードは、
「異論相撹」である。すなわち、皇帝は意見や立場が異な
る人々をともに大臣の要職に抜擢して互いに対立する議論をさせながら、大臣間の相互
牽制を狙う、ということである。熙寧三年（1070）七月、王安石の同僚である曽公亮は、
神宗の諮問に応じて、
（昔）或る人は、真宗が寇準を用いたことについて、真宗本人に聞きました。
真宗は、なお「異論相撹」があれば（あいつらは）誰でもひどいことをしない
からだ、と言いました3。
と指摘したことがある。真宗は、北宋の三代目の皇帝である。要するに、宋代の皇帝
は「異論相撹」という方法を通じて、大臣と大臣が結託して力を合わせる可能性を潰し、
最高権力を己の手に堅く握っていた。言うまでもなく、王安石は宰相が国務を担う最高
責任者であるべきと主張したため、このように政府の意見をばらばらにさせることを許
さなかった。彼は、神宗に向かって、
．．
若し朝廷で、人々が皆な「異論相攪」すれば、即ち治道はどうすれば成り立つ
のでしょうか。わたくしは愚かでありますが、朝廷で責任を負う大臣たちが一
心同体になって「克く一なるに協はしむ」とならなければ、天下のことは何で
もできないと思います4。
と反対の意を示した。ここで、王安石はまさに「異論相撹」の対立項として、
「治道」
を取り上げた。上述のように、治道という語は、王安石の学において礼の制度を指す場
合が多い。つまり、
「異論相攪」というのは、王安石の政治構想の核心部分と衝突してい

3

巻二百十三「神宗熙寧三年七月壬辰」、
『続資治通鑑長編』、5169 頁（公亮曰、真宗用寇準、
人或問真宗、真宗曰、且要異論相攪、即各不敢為非）
。
4 巻二百十三「神宗熙寧三年七月壬辰」
、
『続資治通鑑長編』、5169 頁（安石曰、若朝廷人人
異論相攪、即治道何由成、臣愚以為朝廷任事之臣、非同心同德、協于克一、即天下事無可為
者）
。なお、
「克く一なるに協えり」という言葉は、
『尚書正義』巻八「商書・咸有一德第八」、
『十三経注疏』
、166 頁(德無常師、主善為師、善無常主、協于克一) 。
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る。それに対して、神宗は「異論相撹はよくない」5と言って王安石の意見に賛同したか
のように見えるが、実際はそう簡単ではなかった。およそ七年後の熙寧十年（1077）二
月、神宗は旧法党のリーダーである呂公著を起用する際に、
「唐の太宗がよく権謀術数を
持って臣下を御する」6ことに興味深く言及したことがある。神宗は実は、
「臣下を御す
る」ことを非常に重視していたのである。すでに紹介したが、神宗は王安石との初対面
の場で、唐の太宗に関して議論したことがある。その際に、王安石は君主が唐の太宗よ
り堯・舜を学ぶべきであると勧めた。だが、神宗の初心は王安石のために多く変わった
ようには見えない。異論相攪は、まさしく帝王の「権謀術数」の一つであろう。だから、
王安石が参知政事（副宰相）に就任した翌年、神宗はまた旧法党の重鎮である馮京を枢
密副使（執政大臣の一員）に抜擢して、本格的に「異論相攪」の方針を取った。
『続資治
通鑑長編』の著者である李燾は、これに対して、
「馮京がとうとう要職に改められたこと
を見れば、神宗が当初から責任を専ら王安石に負わせなかったことは明らかである」7と
評した。この点については、本稿の第一章で議論された「得君」問題、および北宋の「家
法」というものを合わせて考えると、より深く把握できるだろう。
ところで、王安石は執政中、やはり自らの理念に沿って、既存の政治体制に対して改
革を試みたと思われる。それは、彼の新法の推進機関にも当たった「制置三司条例司」
および「編修中書条例司」という二つの政治機関である。この両司の事情に関しては、
東一夫氏の『王安石事典』の中にまとまった説明があるので8、本稿で詳しくは論じない。
要するに、前者の「制置三司条例司」は、財政権を宰相のもとに帰するために設置され
た機関であって9、後者の「編修中書条例司」は、官制全般を改正するために設置された
機関である10。いずれも、王安石が官制における「権力分立」の原則を突破して、しか
も官制の改正によって宰相集権の体制を作ろうという主張に合致している。
もちろん、二つの新しい機構ができた背景にある動機は単純なものではなかった。特
に「制置三司条例司」の設置は、神宗が西夏征服のために戦備を充実するという狙いに

5

巻二百十三「神宗熙寧三年七月壬辰」、
『続資治通鑑長編』
、5169 頁（上曰、要令異論相攪、
即不可）
。
6 巻三百三十六「呂公著伝」
、『宋史』、10774 頁（帝又言唐太宗能以權智御臣下）
。
7 巻二百十三「神宗熙寧三年七月壬辰」
、
『続資治通鑑長編』、5168 頁（京卒得改、足明神宗
於安石未始專任之也）
。
8 東一夫『王安石事典』国書刊行会、1980 年、77－86 頁。
9 前掲、銭穆『中国歴代政治得失』
、76 頁。
10 前掲、東一夫『王安石事典』
、79 頁。
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．
直接かかわったものである11。実は、歴史的な記録を見れば、これも同様に「王安石変
．
法」における財政改革のきっかけであることがわかる12。言い換えれば、宰相集権に偏
った政治機構の設置は、単に王安石の意思によって達成されたのではなく、ほかに神宗
の狙いにも合致しなければならない。さらにいえば、変法であれ機構の刷新であれ、結
局、王安石が主導できるものではなくて、むしろ神宗による皇帝主導のものである。
王安石はまさにそのようなジレンマに直面した。彼の政治構想は、いわゆる「道」と
いう最高原理から出発して、
「君主の無為」
・
「大臣の有為」という理念を貫き、政治体制
における宰相の集権を目指している。その構想の枠組みにおいては、君主が国家の最高
権威と見做されてはいるものの、儒学の士大夫が政府の実権者かつ「道統」の代表者で
あるため、
最も優位な立場を占めている。そういった理念を生み出した時代的な根源は、
むろん宋代の文治政治によって、儒者の士大夫のアイデンティティーが高まったことで
あると考えられる。しかし、宋代の立国の精神は、制度上の「権力分立」および人事上
の「異論相攪」といった臣下の権力を分散させることである。そこで、宰相集権と宰相
分権との二つの理念の衝突が発生したのである。
上述の「編修中書条例司」という機関は、官制改正のために設置されたものであって、
しかも王安石が政界から引退した直後までその機能を果たしていた13。そして、本格的
な官制改革は神宗自らの主導によって、王安石が引退してから四年後の元豊三年（1080）
にようやく行われた。
『宋史紀事本末』には、いわゆる「元豊官制」について、下記のよ
うな記録が残されている。
審議の中には、枢密院を解体して兵部に統合すべきだと言うものもあった。し
かし帝は「祖宗は兵権を有司（ここでは兵部）に帰属させなかった。そのため
．．．．．．．．
特別に官僚を任命し、これを統括させ、相互に牽制させた。廃止すべき理由が
ない」と言ったので、中止になった14。

11

前掲、東一夫『王安石事典』
、77 頁。
巻四「神宗熙寧二年二月甲子」、
『続資治通鑑長編拾補』
、156 頁（先是、上問、何以得陝
西錢重可積邊穀、安石對曰、欲錢重、当修天下開闔斂散之法、因言、泉府一官、先王所以摧
制兼併、均計貧弱、變通天下之財、而使利出於一孔者、以此也、上曰、誠如此、今但知有此
理者已少、况欲推行、安石曰、人才難得亦難知、今使能者理財、則十人之中容有一二人敗事、
况所擇而使者非一人、豈能無此失、上曰、自来有一人敗事、則遂廢厥所圖、此所以少成事也、
故置條例司、以講求理財之術焉）。
13 前掲、東一夫『王安石事典』
、79 頁。
14 巻三十九「元豊官制」
、
『宋史紀事本末』
、381－382 頁（議者欲罷樞密院歸兵部、帝曰、祖
12
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なお、東氏は神宗の「元豊官制」の改革を王安石の政治遺産として捉えたが15、筆者
はこれに同意しない。つまり、神宗の官制改革は繁雑化かつ肥大化した官僚機構を整え
たが、その内実から見れば、やはり「相互に牽制させ」るという分権の原則に従ったも
のであり、王安石の理念に沿っていなかった。例えば、梅原郁氏は『宋代官僚制度研究』
という著作の「序論」で元豊の官制改革について、
枢密院は数多くの議論にもかかわらずその地位を守り、人事権とかかわる吏部
尚書また、唐のそれとはかなり違っている。中書、門下、尚書の三省は形式的
には立法、審議、施行の責に任ずると言っても実際には、宰相、執政たちの宰
相府と変わりなく、宰相の権力が強化されたにしても、例えば唐代のような貴
族勢力の封駁などという事態は起こり得なかった16。
と論じている。すなわち、元豊官制は、官僚組織の簡素化などによって宰相の権力を
ある程度まで強化したが、宰相に軍事権や人事権、また唐代のような封駁権（すなわち、
皇帝の詔勅に対する拒否権）は与えなかった。もちろん元豊という時代（1078- 1085）は、

北宋の建国（960）からすでに百年以上経っていたので、長く安定した状況の中で、皇帝
も当初よりかなり自信を回復した。特に神宗という皇帝は唐の太宗に憧れ、西夏を征服
する雄志を抱いた、歴史的に見れば非常に英邁な君主である。そこで、ばらばらになっ
た権力構造を多少なりとも結束したことは、皇帝の独裁政治にむしろ有利であると考え
られる。しかしながら、神宗もまた建国以来の分権の原則を忠実に守っていた。程頤は、
まさしく官制改革における神宗の本意を見透かして、
枢密院は乃ち虚しく設けて、大事は三省同議す。其の他は乃ち有司の事、兵部
尚書の職なり。然れども芸祖此を用て以て宰相の権を分かつ。神宗官制を改む
るも、亦此の意に循う17。
と指摘した。
「芸祖」はすなわち宋の太祖、初代皇帝の趙匡胤である。程頤にとって、
枢密院はあまりにも無駄な機構であるが、神宗の官制改革はまさしく太祖の「宰相の権
宗不以兵柄歸有司、故專命官以統之、互相維制、何可廢也、遂止）
。
15 前掲、東一夫『王安石事典』
、79 頁。
16 梅原郁「序論・宋代官制の推移」
、『宋代官僚制度研究』同朋舎、1985 年。
17 「伝聞雑記」
『河南程氏外書』巻十二、
『二程集』
、420 頁（程正叔先生曰、樞密院乃虚設、
大事三省同議、其他乃有司之事、兵部尚書之職、然藝祖用此以分宰相之權、神宗改官制、亦
循此意）
。
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を分かつ」意に従っている。なお、
『朱子語類』には再度下記のエピソードが記録されて
いる。
神宗は『唐六典』を用いて官制を改めて、これを頒行した。介甫（王安石）は
当時金陵（現在の南京）に隠居して、これを見て大変驚いた。
（彼は）「陛下が
平日さまざまなことについて相談に
（使者を派遣して）来たのにもかかわらず、
唯だこのような重大なことは、全く相談に来ていなかった」といった。蓋し、
神宗は『唐六典』を見て、自らの決断で改革を勢いよく推進し、臣下とは相談
していなかった18。
朱子の話によると、王安石は「元豊官制」の改革に関与したこともなく、これを聞い
て大変驚いたという。梅原氏がこの記事の信憑性を疑ったが19、やはり反論できる有力
な証拠はないため、筆者は宋代の人が編集した『朱子語類』の記録をそのまま用いたい。
確かに神宗の改革は「宰相分権」の意に沿っていたので、
「宰相集権」を主張した王安石
と相談する必要もなかったと思われる。さらに、程頤と朱子の話を見れば、道学者は「元
豊官制」と王安石の関連性が非常に薄かったと認識していたことも明らかであろう。も
しこれを信じれば、王安石が驚いたという反応には、彼にとって神宗の改革が全く予想
外であったことと、もしかすれば期待外れであったことも窺える。
要するに、王安石の政治構想が実現されるためには、まずは既存の官僚制度を改革し
て、宰相集権の体制を作らなければならない。ただし、北宋の宰相はすでに権力が分割
されたため、そういった改革を行う権限を有していなかった。そして、あらゆる改革に
は皇帝の支持が必要である。建国の当初より「分権」体制に恵まれた皇帝は、王安石の
「宰相集権」や「君主無為」といった主張を受け入れるはずもなかった。これは、王安
石の主張と宋代立国の原則との衝突でもあれば、宋代の宰相権力と皇帝権力との衝突で
もあり、また台頭した儒教士大夫の勢力と独裁制を強化した皇帝との衝突でもある。王
安石は中央の権力構造の再編を通じて、儒教士大夫の優位性を確保する政治体制を建て
ることを狙ったが、唐宋変革の流れに膨張しつつある君主権力にぶつかって、そのジレ
ンマをとうてい克服できなかった。
18

巻一百二十八「本朝二・法制」、
『朱子語類』
、3070 頁（神宗用『唐六典』改官制、頒行之、
介甫時居金陵、見之大驚、曰、上平日許多事、無不商量來、只有此一大事、卻不曾商量、蓋
神宗因見『唐六典』、遂斷自宸衷、鋭意改之、不日而定、卻不曾與臣下商量也）
。
19 前掲、梅原郁「序論・宋代官制の推移」
、『宋代官僚制度研究』同朋舎、1985 年。
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上述した通り、王安石は「君主無為」というテーゼを出して、道に基づいてさえいれ
ば、君臣の双方が賓（客）と主（主人）の立場を交換しても問題ないと言い切ったこと
さえある。そこに至っては、もちろん前近代の中国における君臣関係を論じた思想の最
高点に達したとも言えるが、実際、中央政界における士大夫政治の限界に達したともい
える。すなわち、前近代の中国において、君主というポストの存在が認められる限り、
儒教の政治思想における君臣関係論の展開はそれ以上を望むことは難しい。
さらに、王安石は原理本体から政治構造まで非常に体系的な学説を有しているだけで
はなく、宰相の位に昇進して七年間にわたり国政を担った経験も持っている。言い換え
れば、中央政界で君主独裁制を抑制して儒教の士大夫政治を行うことについては、思想
の面であれ、実行力の面であれ、王安石に勝る儒者はほとんど存在しなかったといって
も過言ではない。にもかかわらず、このように思想も実行力も限界点に到達した王安石
は、とうとう儒教の士大夫指導の政治理想を実現しえなかった。そして、君主権力の拡
張に対して、中央政界における儒教政治の試みは、事実上行き詰まってしまい、さらな
る展開は期待できない。王安石の「後継者」たちはこの課題を解決するために、新しい
道を探さなければならなかった。
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第二節 王安石から二程子へ

余英時氏は『朱熹的歴史世界：宋代士大夫政治文化的研究』において、道学が王安石
の学から受けた影響を詳しく述べたことがある。彼にとって、二程子の学は主に王安石
の学と戦って成長したものであって、しかもその形成の過程において王安石の学から数
多くのことを学んでいた。
すなわち、
「道学と王氏の新学は、一方で激しく対立しながら、
他方で同じ政治文化の枠組みに属している」20のである。余氏の論述は非常に精彩を放
ったもので、筆者もそこから貴重な示唆を受けた。なお、本稿は重複を避けるために細
かく論ずることを譲りたいが、そのほかに、両者の関係性について二つの視点を提示し
たい。

（一）止揚について

二程子の文集を読めば、彼らが王安石の学をよく勉強したことがすぐにわかる。余氏
が指摘したように、それはほぼ二程子が王安石の学に対して「室に入りて戈を操る」こ
と（すなわち、相手の主張する議論を逆用して攻撃すること）を狙っていたからである21。
例えば『河南程氏遺書』には、程顥と弟子の楊時がともに王安石の学を研究した記録が
残されている。
楊時の新学に於るは極めて精し。今日一たび問う所有れば、能く尽く其の短を
知りて之を持す。介父（王安石）が学は、大抵支離なり。伯淳（程顥）嘗て楊
時と數篇を読了し、其の後尽く能く類を推して以て之に通ず22。
楊時は北宋から南宋に渡る時期において、道学の伝承および王安石の経学を批判する
のに非常に重要な役割を果たした人物である23。だから、彼は新学について極めて精通
し、その短所をよく把握できた。程顥もやはり王安石の著書を読むなどして「之に通ず」

20

前掲、余英時『朱熹的歴史世界：宋代士大夫政治文化的研究』
、64 頁。なお、その詳しい
論証は、本書の 38－64 頁を参照。
21 同上、54 頁。
22 「二先生語二上」
『河南程氏遺書』巻二上、
『二程集』
、28 頁（楊時於新學極精、今日一有
所問、能盡知其短而持之、介父之學、大抵支離、伯淳嘗與楊時讀了數篇、其後盡能推類以通
之）
。
23 『宋史』巻四百二十八「道学二・楊時伝」
（12738－12743 頁）を参照。
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という。これは、間違いなく「室に入りて戈を操る」ことである。ただし、道学者が王
安石の学を研究する理由は、恐らくそのように敵意を抱いてのことだけではないように
思われる。元符元年（1098）
、程頤は弟子の謝湜へ手紙の中で24、
『易』の学びについて、
若し『易』を治めんと欲せば、先づ尋繹して熟せしめ、ただ王弼･胡先生･王介
甫三家の文字を看て、通貫せしめよ。余人の『易』説は取るべき無し25。
と指摘した。王弼は中国の三国時代の学者で、彼の『易』の注釈が後に『十三経注疏』
に採用されて、後世に高く評価されている。胡先生とは北宋初期の学者、胡瑗であり、
彼は二程子から「先生」と呼ばれる名高い学者である。つまり、程頤にとって、
『易』を
学ぶうえでは王弼・胡先生・王安石の三家の注釈を読む価値があり、そのほかの学者の
説を読む必要はない。この手紙を書いたのは、程頤が六十六歳（数え年）のときで、追
放地の涪州に居た時期であり、程顥と王安石はすでに亡くなっていた。当時、二程子で
あれ王安石であれ、それぞれの学説はすでに成熟して形成されていた。したがって、道
学と新学の戦いではなく、程頤が弟子に王安石の説を勧める可能性も見えてきた。
実際、
『易』の学びに限らず、程頤は『書』や『詩』など多くの経書の場合に、王安石
の学説を参考したことがある。例えば、彼は『書・堯典』に出てきた「欽明文思にして
安きに安んず」という言葉への解釈の中で、
王介甫云く、理の安んず可き所の者は、聖人安んじて之を行う、と26。
といって、またほかの場所でも、
「静かなれば言い庸うれば違う」とは、王介甫が云う、静かなれば則ち能く言
い、用うれば則ち其の言に違うなり27。
と、王安石の注釈を引用した。そして『詩・唐風』に対する解釈でも、
「揚たる之の水、白石鑿鑿たり」は、介甫が説に同じ28。
24

「宋哲宗元符元年十一月九日」、
『程伊川年譜』姚名達、商務印書館、1937 年、235 頁。
「與金堂謝君書」
『河南程氏文集』巻九、
『二程集』
、613 頁（若欲治易、先尋繹令熟、只
看王弼、胡先生、王介甫三家文字、令通貫、餘人易説無取）。
26 「書解・堯典」
『河南程氏経説』巻二、
『二程集』
、1034 頁（王介甫云、理之所可安者、聖
人安而行之）。
27 「書解・堯典」
『河南程氏経説』巻二、
『二程集』
、1038 頁（靜言庸違、王介甫云、靜則能
言、用則違其言）
。
25
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と、王安石の説明に同調する意を表明した。ここで、程頤は王安石の学に挑戦しよう
とか、それを批判しようといった意図はあまりに見せず、むしろ王安石の学説を一つの
知識や参考として用いていた。それゆえ、彼は王安石の『易』の注釈を称賛しながらも、
その一部の説を真剣に検討して、
イ) 荊公（王安石）用九は、只だ上九の一爻に在りと言うは、非なり。六爻は、
皆用九なり29。
ロ) 介甫「直方大」を解して云く、物の性に因りて之を生ずるは、直なり。物
の形を成して易う可からざるは、方なり、と。人見て好きに似れども、只
だ是れ理を識らず。此の如くならば、是れ物先づ箇の性有りて、坤因りて
之を生ずとす。是れ甚の義理あらん。全く識らざるなり30。
といった。ここで程頤は王安石の『易』の注釈の誤りを指摘したが、挑戦や攻撃とい
う意味は依然として薄く、意図的な批判よりも学問的検討に近いと思われる。文集や語
録に載せられた例は、言うまでもなく、二程子の教えと言葉の一部だけであり、そのす
べてとは言えない。おそらく二程子は、ふだん学を講じたり弟子と議論をしたりする時
に、王安石の学をよく用いていたのではないだろうか。すなわち、程頤は王安石の説に
対して賛成しても否定しても、特に相手に敵対する気持ちなど持たず、ただ学術におけ
る検討を真剣に行った場合が多かった。
さらにいえば、一つの歴史的な事実を忘れてはならない。二程子の主要な弟子、例え
ば、楊時と謝良佐は、いずれも『三経新義』が官学となった以後、科挙に合格した進士
である31。この点から言えば、彼らは科挙のためにも王安石の学に精通しなければなら
ない。程頤は自ら科挙に断念したが、弟子たちが科挙に出るべきかどうかについて、

28

「朱公掞録拾遺」
『河南程氏外書』巻一、
『二程集』
、359 頁（揚之水、白石鑿鑿、同介甫
説）
。
29 「伊川先生語五」
『河南程氏遺書』巻十九、
『二程集』
、248 頁（荊公言「用九只在上九一

爻」
、非也、六爻皆用九）
。
30

「伊川先生語五」
『河南程氏遺書』巻十九、
『二程集』
、251 頁（介甫解「直方大」云、
「因

物之性而生之、直也、成物之形而不可易、方也」
、人見似好、只是不識理、如此、是物先
有箇性、坤因而生之、是甚義理、全不識也）
。
31

楊時は熙寧九年の進士で、謝良佐は元豊八年の進士である。
『宋元学案』巻二十五「亀山
学案」（944 頁）
・巻二十四「上蔡学案」（916 頁）を参照。
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人多く某人をして挙業を習わしめずと説く。某何ぞ嘗て人をして挙業を習わし
めざらん。人若し挙業を習わずして及第するを望まば、却って是れ天理を責め
て人事を修めざるなり。但し挙業は、既に以て及第して即ち已む可し。若し更
に上面に力を盡くし去って必得の道を求めば、是れ惑えるなり32。
といって、科挙のための勉強が道を求めることではないにもかかわらず、それに反対
はしなかった。それゆえ、程門の弟子たちが、一方で科挙を準備し、王安石の学を勉強
して、他方で二程子から講義を受けたこともごく自然なことであろう。よって、二程子
と弟子の間に議論をするとき、王安石の学を一つの参考として利用することも十分あり
得るのである。要するに、王安石の学と道学は、必ずしも徹底したライバル関係ではな
い。特に歴史から見れば、新学のほうが一歩早くイニシアティブをとったために、道学
者は相手の理論を勉強して参考にし、またその欠点と誤りを捨てて、いわゆる「止揚」
という作業を行ったことだろう33。したがって、程顥の下記の発言にも注意すべきであ
る。
伯淳（程顥）、近が呉師礼と介甫が学の錯える処を談じて、師礼に謂いて曰く、
我が為に尽く諸を介甫に達せよ。我も亦未だ敢えて自ら以て是と為さず。如し
．．
説有らば、願わくは往復せん。此れ天下の公理、彼我無し。果たして能く明ら
かに弁ぜば、介甫に益有らずんば則ち必ず我に益あらん34。
これは、程顥がある人と王安石の学の取り違えるところを論じた話である。ただし、
彼は自身が絶対に正しいとは言わず、もし可能であれば、王安石と議論を交わしたいと
表明し、その交流を通じて双方に有益な効果をもたらすことを期待していた。つまり、
両者の学問は対立しながらも、実際は、調和する面も存在している。付け加えたいのは、
32

「伊川先生語四」
『河南程氏遺書』巻十八、
『二程集』
、185 頁（人多説某不教人習舉業、
某何嘗不教人習舉業也、人若不習舉業而望及第、却是責天理而不修人事、但舉業、既可以及
第即已、若更去上面盡力求必得之道、是惑也）。
33 なお、この点については、道学者は王安石の学を観察し批判する対象としていた、という
余英時氏の説明がある。ただし、氏はとりわけ道学者が王安石の学に対する「室に入りて戈
を操る」ことを強調している。また、先行研究と第二章でも言及したが、氏は、両者の相異
は、王安石の唱えた「道」が仏教や老子の説を真似たことにあると述べている（前掲、余英
時『宋明理学與政治文化』
、46－55 頁）。筆者は、ここでむしろ両者間の敵対性よりも、調和
性・連帯感を強調したい。
34 「二先生語一」
『河南程氏遺書』巻一、『二程集』、9 頁（淳近與呉師禮談介甫之學錯處、
謂師禮曰、為我盡達諸介甫、我亦未敢自以為是、如有説、願往復、此天下公理、無彼我、果
能明辨、不有益於介甫則必益於我）。
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現存する二程子や朱子など道学者の文集を読めば、王安石に関する話は至るところで見
られることである。これに対して、王安石の文集を見れば、同時代の二程子にかかわる
話はほとんど見つからない。ここからも、王安石が道学者に絶大な影響力を与えたこと
が窺えるだろう。
上述の通り、王安石の学と道学が本体論のテーゼにおいて類似性を多く持っている。
両者の政治主張を比較すれば、その類似性を一層感じられる。道学者は君主に対して、
「誠意、正心、修身、斉家」を要請することを論じる必要もない。また、君臣関係に対
しては、例えば程頤の話を見ると、
イ) 古に言う、乾･坤不用の地に退処して、六子を用う、と。人の若きは、則便
．．．．． ．．．．．
ち君道の無為、臣道の有為を分かつ35。
．．．．．．．
．
ロ) 帝王の道は、賢俊を択任するを以て本とす。人を得て而して後に之と同じ
く天下を治む36。
ハ) 臣以為えらく、天下の重任は、唯だ宰相と経筵となり、と。天下の治乱は
宰相に繫かり、君德の成就は経筵を責む。此れに由って之を言えば、安ん
ぞ以て重しとせざることを得ん37。
と、
「君主の無為」
・
「大臣の有為」や君主の職務（「本」）が人材を選ぶこと、宰相が天
下を治めること、帝王の師（「経筵」）の重要性といったように、ほぼ王安石と同じであ
る。それに、道学者の民衆への認識を見ても、一方では民本思想の精神があって、
夫れ王は、天下の義主なり。民以て王とするときは、則ち之を天王天子と謂い、
民以て王とせざるときは、則ち独夫なるのみ38。
と言いながら、他方では、

35

「二先生語二上」
『河南程氏遺書』巻二上、
『二程集』
、39 頁（古言乾坤退處不用之地、而
用六子、若人、則便分君道無為、臣道有為）
。
36 「書解・堯典」
『河南程氏経説』巻二、
『二程集』
、1035 頁（帝王之道也、以擇任賢俊為本、
得人而後與之同治天下）
。
37 「論経筵第三札子・貼黄」
『河南程氏文集』巻六、
『二程集』
、540 頁（臣以為、天下重任、
唯宰相與經筵、天下治亂繫宰相、君德成就責經筵、由此言之、安得不以為重）
。
38 「伊川先生語七下」
『河南程氏遺書』巻二十一下、
『二程集』
、273 頁（夫王者、天下之義
主也、民以為王、則謂之天王天子、民不以為王、則獨夫而已矣）
。
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夫れ民は、合して之を聴くときは則ち聖なり、散じて之を聴くときは則ち愚な
り。合して之を聴くときは、則ち大同の中、箇の秉彝前に在ること有りて、是
を是とし非を非とすること、理に当たらざること無し。故に聖なり。散じて之
を聴くときは、則ち各々私意に任じて、是非顚倒す。故に愚なり39。
といって、民の自律性や個性を無視する傾向もある。これは、まさに上述の王安石の
「夫れ民は、別にして之を聴けば則ち愚なるも、合して之を聴けば則ち聖なり」という
言葉をコピーしたものであろう。既に説明したが、この言葉は、
『管子』という法家的な
思想を帯びた書物から出たものである。にもかかわらず、実際、王安石だけではなくて、
程頤もその観点を受け入れていた。
そして、社会風習の教化に関しても、例えば、程顥は「南廟試策五道」という科挙殿
試の策論（一つの試験内容）において、
王者、高く穆淸の上に拱して、化裨海の外に行わる。何を修し何飾して致さん
や。純王の心を以て、純王の政を行うのみ。純王の心、純王の政、吾が老を老
として以て人の老に及ぼし、吾が幼を幼として以て人の幼に及ぼす、此れ純王
の心なり。老者をして其の養を得、幼者をして其の所を得せしむる、此れ純王
の政なり。尚其の末を慮れば、則ち又た国老を尊んで躬ら之に事え、庶老を優
にして時に之を養う。
風のごとくに行き海のごとくに流れて、
民其の化に陶す。
孰か親に怠って長を慢る者有らんや40。
と論じた。
「高く穆淸の上に拱し」とは、無為のことである。すなわち、君主は無為に
して、徳（「純王の心」）をもって天下の民衆を教化し、良き風習を正すべきだというこ
とである。一方でも、程頤は「易伝・蒙卦」の解説の中で、

39

「伊川先生語九」
『河南程氏遺書』巻二十三、『二程集』
、310 頁（夫民、合而聽之則聖、
散而聽之則愚、合而聽之、則大同之中、有箇秉彝在前、是是非非、無不當理、故聖、散而聽
之、則各任私意、是非顚倒、故愚）
。
40 「南廟試策五道」
『河南程氏文集』巻二、
『二程集』
、456 頁（王者高拱於穆淸之上、而化
行於裨海之外、何修何飾而致哉、以純王之心、行純王之政爾、純王之心、純王之政、老吾老
以及人之老、幼吾幼以及人之幼、此純王之心也、使老者得其養、幼者得其所、此純王之政也、
尚慮其末也、則又尊國老而躬事之、優庶老而時養之、風行海流、民陶其化、孰有怠於親而慢
於長者哉）
。
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聖王の治を為す、刑罰を設けて以て衆を斉え、教化を明らかにして以て俗を善
くす。刑罰立つときは、則ち教化行われる。聖人、徳を尚んで刑を尚ばずと雖
も、豈に偏廃せんや41。
といって、
「俗を善くす」ために、教化の補助手段として、刑罰の役割を忘れてはなら
ないと強調した。いわば、王安石の主張と何ら異なっていない。吾妻重二氏によると、
程顥はかつて神宗に十項目の意見を具申したが、その内容はほとんど『周礼』によって
いるという42。要するに、政治主張の面では、二程子と王安石の間にかなり同調する部
分が存在したことも否定できない。
もちろん、全面的に把握すれば、道学と新学は同調する部分があるにもかかわらず、
その相異と対立が主流であって、それに関してはすでに数多くの研究がなされている。
ただし、本稿は両者の本体論と政策論についての比較を通じて、特に彼らの類似性を強
調したことによって、道学を形成する過程において、新学から多くの影響が与えられた
可能性を提示し、道学者が王安石の「批判的継承者」であったという観点を一層浮き彫
りにしたい。

（二）正統と異端

堀米庸三氏は、
「正統」と「異端」の関係について、それらは相関的な概念であっても
「相互否定的な対立概念ではない」と指摘したことがある。つまり、異端は正統に対す
るものといえるが、全く異質な異教ではない。氏にとって、
「正統と異端とは、あくまで
も根本を共通にする同一範疇・同一範囲に属する事物相互の対立なのである」43。そこ
で、異端と異教は、どちらも正統と対立するものであるにもかかわらず、主として①同
じ根本から生まれるか否か、および②同一範疇（範囲）に属するか否かという基準で区
別されている。堀米氏は、西洋中世史の学者ではあるが、その論はやはり中国の思想史
．．．
にも部分的に適用できるように思われる。というのは、中国の場合、氏の基準に適合す
ることもあれば外れることもあるからである。

41

「周易上経・蒙」
『周易程氏伝』巻一、『二程集』、721 頁（聖王為治、設刑罰以齊衆、明
教化以善俗、刑罰立而後教化行、雖聖人尚德而不尚刑、未嘗偏廢也）
。
42 前掲、吾妻重二『宋代思想の研究：儒教・道教・仏教をめぐる考察』
、72 頁。
43 堀米庸三『正統と異端：ヨーロッパ精神の底流』中公新書、1964 年、30 頁。
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漢語の「異端」という言葉は、まず『論語』の「為政」篇に見られる。原文は、
「子曰
．．
く、異端を攻むるは、斯れ害あるのみ」44となっている。我々は、
『論語』で言えば宋代
の初期まで最も権威とした――なお日本でも奈良朝・平安朝を経て、鎌倉期の末までこ
れを第一の依拠としたが45――、三国時代の何晏の解釈を読むと、この「異端」は当時、
諸子百家の学を指していることがわかる46。諸子百家に関して言えば、儒学との関係は
一見、異端というよりもむしろ異教というほうが適切であるかもしれないが、実はそう
とは限らない。
『漢書・芸文志』という中国最初の正史に載せられた蔵書目録では、諸子
百家の源流を紹介して、例えば、
儒家なる者の流れは、蓋し司徒の官（教育・民政を司る官）に出ず。
道家なる者の流れは、蓋し史官に出ず。
陰陽家なる者の流れは、蓋し羲和の官（天文・暦法を司る官）に出ず。
法家なる者の流れは、蓋し理官（裁判・刑罰を司る官）に出ず。
名家なる者の流れは、蓋し礼官に出ず。
墨家なる者の流れは、蓋し清廟の守（宗廟を司る官）に出ず。
縦横家なる者の流れは、蓋し行人の官（外交を司る官）に出ず。
雑家なる者の流れは、蓋し議官（諫議を司る官）に出ず。
農家なる者の流れは、蓋し農稷の官（農業を司る官）に出ず。
小説家なる者の流れは、蓋し稗官（巷間民間の風習を司る）に出ず47。
と、すべてを旧来の朝廷の官職に帰して、いわゆる「諸子は王官に出ず」ことを論じ
ている。すなわち、諸子は異なる論を説いていたが、もともと皆な天子の官職に属した
ものであって、言い換えれば、同じ根本から生まれたものと見做すことができた。それ
ゆえ、彼らは歴史的知識や専門用語などにおいて大いに共通し、相互に対話や論争する
ことができる。
『漢書・芸文志』はさらに続いて、

44

『論語注疏』巻二「為政第二」、
『十三経注疏』
、2462 頁（子曰、攻乎異端、斯害也已）。
前掲、吉川幸次郎『論語』
、「まえがき」
、7 頁。
46 『論語注疏』巻二「為政第二」
、
『十三経注疏』
、2462 頁（異端、謂諸子百家之書也）。
47 巻三十「芸文志」
、『漢書』
、1724-1745 頁（儒家者流、蓋出於司徒之官、……道家者流、
蓋出於史官、……陰陽家者流、蓋出於羲和之官、……法家者流、蓋出理官、……名家者流、
蓋出於禮官、……墨家者流、蓋出於清廟之守、……從橫家者流、蓋出於行人之官、……雜家
者流、蓋出於議官、……農家者流、蓋出於農稷之官、……小説家者流、蓋出於稗官）。なお、
この訳文は、甲斐勝二「
『文心雕龍』の基本的性格 其三（完結）:『文心雕龍』の諸子性に
ついて」
（『中国文学論集』第 19 巻、63－81 頁、1990 年 12 月）を参照した。
45
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諸子十家、其の観る可き者は、九家のみ。皆王道既に微え、諸侯力政し、時君
世主、好悪方を殊にするに起る。是を以て九家の術、蜂出して並び作り、各お
．．
の一端を引き、其の善とする所を崇ぶ48。
といった。諸子は王道が衰えたことによって興り、各々「一端」を引いてそれぞれの
思想を主張したということである。
「一端」とは、本来の全体性を有するもの（すなわち、
先王の道）の一部分であるから、諸子が同源のものだということである。また、荘子も

諸子百家の時代について、
．．
天下大いに乱れ、聖賢明らかならず、道徳一ならず。天下多く一察を得て以て
自ら好しとす。
（中略）悲しいかな、百家は往きて反らず、必ず合せず。後世の
．．
学者、不幸にして、天地の純・古人の大体を見ず。道術将に天下の為に裂けん
とす49。
と論じていた。
「一察」とは、間違いなく「一端」と同様に、分裂した「道術」の中の
一部分であろう。つまり、諸子百家の学は、道の一部を体現したものである。実は、中
国語の発音からすれば、
「一端」と「異端」は全く同じである。そもそも異端という言葉
は、全体性の一端でしかないため、正統から外れる意味もあるのではないだろうか。例
えば、朱子の『論語集注』では、
．．
．．
異端とは、聖人の道でなく、別に一端を為すもので、楊・墨のようなのがこれ
である50。
と説明している。
「楊・墨」は、楊朱（道家）と墨子（墨家）である。ここで朱子は、
まさに儒家以外の諸子が「一端」であるから、それが「異端」となることを指摘した。
もしこの点から見れば、中国の「正統と異端」の関係も堀米氏の基準にほぼ合致してい

48

巻三十「芸文志」、
『漢書』
、1746 頁（諸子十家、其可觀者九家而已、皆起於王道既微、諸
侯力政、時君世主、好惡殊方、是以九家之蜂出並作、各引一端、崇其所善、以此馳説、取合
諸侯）。なお、この訳文は、前掲、甲斐勝二「『文心雕龍』の基本的性格 其三（完結）:『文
心雕龍』の諸子性について」を参照した。
49 巻十下「雑篇・天下第三十三」
、『荘子集釈』、1069 頁（天下大亂、賢聖不明、道德不一、
天下多得一察焉以自好、……悲夫、百家往而不反、必不合矣、後世之學者、不幸不見天地之
純、古人之大體、道術將為天下裂）
。
50 『論語集注』巻一「為政第二」
、
『四書章句集注』
、57 頁（異端、非聖人之道、而別為一端、
如楊墨是也）。
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る。古代の中国人の認識では、儒学と諸子とはおよそ先王の「道」という根本を共有し
て同一範疇に属しながら、相互に対立していた。
ただし、中国における「正統と異端」の定義は、西洋中世史を専攻する堀米氏の基準
から外れる場合もある。最も明確に見られるのは、例えば、二程子や朱子などの道学者
がしばしば仏教のことを異端として論じて、
道を害う異端は、仏教に越したものはない。一身を挺して道を守る者は、それ
を見分けないとよいものか。孟子が楊・墨（の邪説）を見分けたようなものだ。
正道が大いに隠されて、異端が我が物顔にのさばり、周公や孔子の教えは風前
の灯火である。例えば、火が焼き尽くして、我が身に迫って来るようなものだ。
道を守る君子は、救わないでよい者か51。
と示されたように、仏教を異端の「楊・墨」に擬えている。仏教は、むろん儒教と同
じ根本から生まれるという条件を満たさない。要するに、中国の場合は、堀米氏の基準
での「異教」を異端とすることも存在している。実際に、
「異端」と「異教」が同じ文脈
の中で用いられることも稀ではない。例えば、程頤は道教と仏教を論じて、
．．
今異教の害、道家の説は則ち更に闢く可き没し。唯だ釈氏が説は衍蔓して迷溺
すること至って深し。今日是れ釈氏盛んにして道家蕭索たり52。
と、
「異教」という言葉をほぼ「異端」と同じ意味で用いている。一方、この場合の「正
統と異端」の関係は、単なる対立に止まらず、相互の関連性も非常に緊密であると思わ
れる。というのは、道学者にとって、仏教は異教であるにもかかわらず、主に「道」や
「心性」の問題に関して、互いに論戦と競争のライバル関係となっているに違いないか
らである。それは、厳密とは言えずとも、やはり一種の「同一範疇に属する事物相互の
対立」関係に近い。例えば、程頤は仏教と儒教の類似性について、弟子の謝良佐と議論
した際、

51

巻一百二十六「釈氏」、
『朱子語類』
、3039－3040 頁（異端之害道、如釋氏者極矣、以身任
道者、安得不辨之乎、如孟子之辨楊墨、正道不明、而異端肆行、周孔之教將遂絶矣、譬如火
之焚將及身、任道君子豈可不拯救也）
。この訳文は、小林日出夫編『朱子語類』
（朱子学大系、
第六巻、明徳出版社、1981 年、385－386 頁）を参照した。
52 「二先生語二上」
『河南程氏遺書』巻二上、
『二程集』
、38 頁（今異教之害、道家之説則更
沒可闢、唯釋氏之説衍蔓迷溺至深、今日是釋氏盛而道家蕭索）。
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かくの如く同じき処多しと雖も、只だ是れ本領是ならず。一斉に差却せり53。
と指摘した。ここから、道学者ですら、仏教と儒教には「本領」
（根本）が異なっても
さまざまな類似性・関連性を有することを認めていたのが窺える。また、朱子も『中庸
章句序』において、
異端の説は、日に新たに月に盛んとなり、老･仏の徒が出るに至っては、いよい
よ理に近くて、大いに真を乱している54。
と、異端である「老･仏の徒」は「理に近くして大いに真を乱る」ことを明確に述べて
いた。つまり、この場合で「異教＝異端と正統」の関係を定義すれば、依然として両者
が同一の範囲に属する必要があるかもしれないし、あるいは、両者の間にかなりの類似
性・関連性が存在するべきだといえるだろう。
以上、中国の「正統と異端」の言説に関する理論を検討した。本稿がこの言説に注意
をひかれたのは、まずは、周敦頤の『年譜』に記載されている一つの記録のためである。
嘉祐五年（1060）
、
（周敦頤）先生は四十四歳である。（中略）王荊公の安石は、
この時十九歳で、
「提点江東刑獄」という官を務めている。（ある日、安石は周
敦頤）先生と知り合って、連日連夜語りあった。安石は（敦頤と）別れると、
内省を深めて思考を整理し、寝食を忘れるほどだった55。
概して言えば、王安石は嘗て道学の祖、周敦頤から大いに（「寝食を忘れるほど」）示唆
を受けたという話である。なお、王安石は天禧五年（1021）に生まれ、当時「三十九歳」
であるはずだが、
「十九歳」と書いているのは、おそらく原文のミスであろう56。ところ
が、清代学者の蔡上翔の詳しい考証によって、このエピソードの信憑性は基本的に否定

53

「伝聞雑記」
『河南程氏外書』巻十二、『二程集』、429 頁（吾曾歴舉佛説與吾儒同處問、
伊川先生曰、恁地同處雖多、只是本領不是、一齊差却）。
54 『中庸章句』巻一「中庸章句序」
、
『四書章句集注』
、15 頁（而異端之説、日新月盛、以至
於老佛之徒出、則彌近理而大亂眞矣）
。
55 巻十「年譜」
、
『周濂渓集』
〔宋〕周敦頤、商務印書館、1936 年、191 頁（五年庚子、先生
時年四十四、……王荊公安石年十九、提刑江東刑獄、與先生相遇、語連日連夜、安石退而精
思、至忘寢食）。なお、宋代の羅大経の『鶴林玉露』という筆記にも、
「荊公見濂渓」の話が
見られるが、その内容が異なっている（甲編・巻五「荊公見濂渓」、
『鶴林玉露』
〔宋〕羅大
経、中華書局、1983 年、84 頁）
。
56 ただし中国の伝統に従えば、数え年で四十歳となるはずである。
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されてしまった57。また、朱子によると、この話は二程子の弟子、刑恕という人物から
伝わったようであるが58、とにかく道学者によって作られたものであることは間違いな
い。
周知のように、道学者の言説によれば、周敦頤は道学の祖であり、しかも彼の「正統」
の説は二程子に伝わり、楊時、羅従彦、李侗を経て、朱子に至って集大成となったとさ
れている。すなわち、周敦頤は道学の原点と見做されているのである。さらにえいば、
道学者たちが創出エピソードで王安石も周敦頤に影響を与えられていたことを考えると、
王安石と二程子は同じ「原点」からの教えを受けていたことになったのではないだろう
か。このようにして、道学者にとって、二程子は周敦頤の「正統」を受け継いだのに対
して、王安石のほうは「正統」から外れて、いわゆる「異端」となったのだろう。例え
ば南宋の有名な道学者、真徳秀は、
「荊公推命対後」という文章において、
．．
荊公の学問の源流は、もはや考察することができない。然し、彼は嘗ておよそ
濂渓の周子の議論に接したことがあって、しかもその後、自分の思考をよく整
理し、寝食を忘れるほどだった。それゆえ、彼が有道の者に親しんだことが無
かったとは言えない59。
と論じた。ここで、真徳秀は王安石の学の源流を考察しえないと言いながらも、周敦
頤の示唆が一種の源流となっている可能性を提示したのではないだろうか。彼にとって、
王安石は「有道の者」である周敦頤の教えに影響されたにもヵかわらず、残念ながら、
とうとうその「正統」から外れてしまったということであろう。つまり、道学者が創出
した言説から、王安石の学と道学は同じ「根本」を共有しながらも対立しているという
基準が成立しうるかもしれない。また、繰り返し述べたように、両者はともに心性道徳
を唱えた儒学であって、同一の範疇に属するという条件も満たし得る。それゆえ、両者
の関係は、まさしく典型的な「正統と異端」の言説に当たっているように思われる。

57

巻八「嘉祐五年」
『王荊公年譜考略』
〔清〕蔡上翔、
『王安石年譜三種』
、345－346 頁。な
お、王安石が周敦頤に示唆されたことは信用できないが、二人の会ったことは確実であると
主張する説もある（劉成国「関於王安石的師承與後裔」『河北学刊』
、2003 年第 4 期）
。
58 巻一「濂渓先生」
、『伊洛淵源録』
〔宋〕朱熹、中華書局、1985 年、4 頁。
59 〔宋〕真徳秀「荊公推命対後」
、
『王荊公年譜考略』巻八（『王安石年譜三種』、346 頁）の
引用による（荊公之學問源流、不得而考、然於濂溪周子、蓋嘗接其餘論、退而思之、至寢忘
食、不可謂其不嘗親有道者）。
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一方、王安石の学を異端と見做すような考えは、後世の道学者の言説だけではなく、
少なくとも程頤の時代にすでに見られる。例えば、上述の「異教の害」に関する議論で、
程頤は道教と仏教の話に続いて、
然れども今日に在りては、釈氏は却って未だ理会することを消いず。大いに患
．．
うる者は却って是れ介甫（王安石）が学なり。
（中略）今日の如きは、却って先
づ介甫が学を整頓して、壊了して後学者を生さんことを要す60。
と述べた。程頤は、先ほど「釈氏盛んにして道家蕭索たり」といって、道教より仏教
の害が大きいと指摘したが、最も有害なのは、むしろ介甫（王安石）の学であることを
強調した。ここで、王安石の学は、異教と並べて論じられた。もちろん、前出の程顥の
「願わくは往復せん」という話を考慮すれば、王安石の学を異教と見做すことは不可能
であっただろう。つまり、
「異教＝異端」の文脈の中にも、道学と王安石の学を「正統と
異端」の言説に当てはめることができる。そういった言説は、やはりある意味で、仏教
であれ新学であれ、道学との類似性を示唆している。それゆえ、程頤は王安石の学の有
害さについて、
．．．．
浮屠が術は、最も善く化誘す。故に人多く之に向かう。
（中略）介甫が学の如き
は、彼便ち只だ是れ人主心術の処に功を加え去る。
（中略）其の学、人心を化革
し了わりて、害を為すこと最も甚だし61。
と言ったことがある。要するに、
「浮屠が術」
（仏教）と王安石の学は、どちらもとも
に人心を惑わすことができるが、特に後者のほうが「害を為すこと最も甚だし」という
指摘である。この点から、王安石の学と道学は相関性を持ちながら対立するライバルで
あることが明らかに見えてくる。
総じて言えば、
道学者の立場によると、
いずれにしても新学との関係は、
「正統と異端」
という言説で捉えられる。ここから、歴史的な真実かどうかは別にすれば、そこからは
王安石の学と道学の間に、非常に多くの類似性、密接な関連性、および微妙な対立性と
いった相関関係が存在したことが窺えるだろう。
60

「二先生語二上」
『河南程氏遺書』巻二上、
『二程集』
、38 頁（然在今日、釋氏却未消理會、
大患者却是介甫之學、如今日、却要先整頓介甫之學、壞了後生學者）。
61 「二先生語二下」
『河南程氏遺書』巻二下、
『二程集』
、50 頁（浮屠之術、最善化誘、故人
多向之、……如介甫之學、佗便只是去人主心術處加功、……其學化革了人心、為害最甚）
。
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第三節 新しい道

上述のように、程顥は神宗に対して、
『周礼』に基づく十項目の意見を具申したことが
ある。この十項目の中には「経界」というものがあり、
天蒸民を生じ、
（中略）必ず其の恒の産を制して、之をして生を厚くせしむるに
．．
は、
則ち経界正しくせずんばある可からず、
井地均しくせずんばある可からず。
此れ治を為すの大本なり62。
と論じられた。
「経界」という言葉は、
『孟子』に見られ、朱子の注釈によると、
「地を
治め田を分ち、其の溝塗封植の界を経画する」63ということである。具体的に言えば、
ここでは、
『周礼』に載せられた古の理想的な土地制度64、井田制（「井地均しくす」）の
ことを指している。つまり、公平な井田制の実施を通じて、民衆に安定した職業や資産
を持たせ、その生活を豊かにさせることこそ、国を治める根本なのである。
また、程顥の「経界」論と類似して、もう一人の道学の代表的人物、張載も『経学理
窟』という名著において、
『周礼』の政治を解説し、
．．
天下を治むるに、井地に由らざれば、終に由りて平を得ること無し。周の道は
只だ是れ均平なり65。
と、周公の政治を理想とし、古代井田制を復活することを唱えた。なお、かつて張載
と程頤に師事した呂大臨が書いた「横渠先生行状」では、張載の「経界」論を詳しく紹
介されている。

62

「論十事札子」『河南程氏文集』巻一、『二程集』、453 頁（天生蒸民、……必制其恆産、
使之厚生、則經界不可不正、井地不可不均、此為治之大本也）
。
63 『孟子集注』巻五「滕文公章句上」
、
『四書章句集注』、256 頁（經界、謂治地分田、經畫
其溝塗封植之界也）。
64 『周礼注疏』巻十一「地官司徒第二・小司徒」
、『十三経注疏』
、711 頁（乃經土地而井牧
其田野、九夫為井、四井為邑、四邑為丘、四丘為甸、四甸為縣、四縣為都、以任地事而令貢
賦、凡税斂之事）
。
65 「経学理窟・周礼」
『張載集』
〔宋〕張載、中華書局、1978 年、248 頁（治天下、不由井地、
終無由得平、周道只是均平）。なお、『張載集』に関する訳文は、Web サイトの「黙斎を語る
『朱子学の基本書』」
（2013 年 3 月 20 日－2013 年 4 月 4 日アクセス、
http://mokusai-web.com/index.html）を参照した。以下同。
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（張載）先生、慨然として三代の治に意有り。
（中略）嘗て曰く、仁政は必ず経
界より始まる。貧富均しからず、教養に法無くんば、治を言わんと欲すと雖も、
．．．．．
皆苟もするのみ。世の行い難きを病うる者は、未だ始より亟やかに富人の田を
．．
．．．．．．
奪うを以て辞と為さずんばあらず。然れどもこの法の行わるる、之を悦ぶ者衆
．
し。苟も之に処するに術有り、期するに数年を以てせば、一人も刑せずして復
す可し。病うる所の者は、ただ上の人の未だ行わざるのみ、と。乃ち言いて曰
．．
．．
く、たとい之を天下に行うこと能わざるも、猶お之を一郷に験す可し。方に学
者と古の法を議し、共に田一方を買い、画して数井と為し、上は公家の賦役を
失わず、退きては其の私を以て経界を正し、宅里を分かち、斂法を立て、儲蓄
を広め、学校を興し、礼俗を成し、災いを救い患えを恤み、本を敦くし末を抑
えば、以て先王の遺法を推し、当今の行う可きを明らかにするに足る。此れ皆
志有れども未だ就らず、と66。
この長文から、少なくとも二つの要点が読み取れる。まずは、第一章でも少し触れた
ことであるが、道学者を代表とする「在地エリート」は、たびたび地主層や富裕層など
と見做さているが、厳密に言えば、これは正しくないと思われる。程顥と張載が繰り返
し論じたの、例えば、
「井地均しくす」や「周の道は只だ是れ均平なり」、
「貧富均し」な
どの記述で示されたように、道学者たちはあくまで儒教の扶弱抑強という理念を守って
いた。それゆえ、張載は井田制に関して、一部の人が「富人の田を奪う」ことを理由と
して断ったのにもかかわらず、
「之を悦ぶ者衆し」と指摘した。
もちろん、当時の在地エリートは、おそらく地主・資産家などの身分を兼ねていたこ
とも否定できない。しかし、財産や豊かさという基準だけでは、彼らの身分を正確に説
明しがたい。本稿は、彼らの最も正しい身分を「士」あるいは「士人」として説明した
い。余英時氏によれば、
「士」というものは、ほぼ今日の知識人に当たるものではあるが、
全く同じとはいえない。けれども、歴史上の「士」が始終、文化と思想の伝承や発展を

66

「呂大臨横渠先生行状」
、
『張載集』
、384 頁（先生慨然有意三代之治、……嘗曰、仁政必
自經界始、貧富不均、敎養無法、雖欲言治、皆苟而已、世之病難行者、未始不以亟奪富人之
田為辭、然玆法之行、悦之者衆、苟處之有術、期以數年、不刑一人而可復、所病者、特上之
人未行耳、乃言曰、縱不能行之天下、猶可驗之一鄕、方與學者議古之法、共買田一方、畫爲
數井、上不失公家之賦役、退以其私正經界、分宅里、立斂法、廣儲蓄、興學校、成禮俗、救
災恤患、敦本抑末、足以推先王之遺法、明當今之可行、此皆有志未就）
。
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中心の任務として自任していることは、疑いようもない事実である67。また、銭穆も、
中国の歴代の王朝は、無産階級とか資産階級の政権でもなく、軍人政権でもなく、一種
の士人政権であり、言い換えれば「読書人」の政権であると指摘した68。要するに、
「士」
というものは、いくつかの身分を兼ねていたにもかかわらず、その最も顕著な特徴は、
文化や思想の伝承を担う知識層なのである。道学者が代表した「在地エリート」は、ま
さに地方の知識エリートであり、
「士紳」と呼ばれる在地の士人である。
もう一つの要点は、張載が、井田制が「天下」の範囲に実施されなくとも、
「一郷」だ
けでそれを実現しようと考えたことである。そもそも『周礼』の制度は、王安石の構想
のように天下の全体を対象として設定されたため、中央集権の体制を指向するものであ
る。にもかかわらず、張載は主に「一郷」の地で、三代の理想的な政治を実行してみせ
ると言い切り、
「学者と古の法を議し、共に田一方を買い、画して数井と為」すことさえ
も予想していた。行状の文末には、
「此れ皆志有れども未だ就らず」と記されているが、
実際に、彼はやはり力行して一定の成果を収めたと思われる。例えば、
『宋元学案』の記
述の中では、張載の努力によって、
関中（現在の陝西省の中部）の風俗は一変して、古に至るほどだった69。
という評価があるし、また、張載本人と程頤の対話でも、例えば、
イ) 子厚（張載）言く、関中の学者、礼を用いて漸く俗を成す、と。正叔（程
頤）言く、自ら是れ関中の人剛勁にして敢えて為す、と70。

ロ) 正叔謂く、洛（現在の河南省あたり）の俗恐らくは秦人より化し難からん、
と。子厚謂く、秦（関中）の俗の化するは、亦先づ自づから和叔（刑恕）
にして力有り、亦是れ士人敦厚なればなり。東方も亦恐らくは肯えて風に
向くこと難からん、と71。
と、たびたび言及された。つまり、張載を始めとする関中の士人たちは、しばしば自
発的に郷里を建設して住民を教化し、一種の「地方自治」の政治を展開した。これは、

67

余英時「自序」『士與中国文化』上海人民出版社、1987 年。
前掲、銭穆『中国歴代政治得失』
、142－143 頁。
69 巻十七「横渠学案上」
、
『宋元学案』
、664 頁（關中風俗一變而至於古）
。
70 「二先生語十」
『河南程氏遺書』巻十、『二程集』、114 頁（子厚言、關中學者、用禮漸成
俗、正叔言、自是關中人剛勁敢爲、子厚言、亦是自家規矩太寬）
。
71 「二先生語十」
『河南程氏遺書』巻十、『二程集』、115 頁（正叔謂、洛俗恐難化於秦人、
子厚謂、秦俗之化、亦先自和叔有力焉、亦是士人敦厚、東方亦恐難肯向風）
。
68
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王安石のような儒者の政治議論には見られない、新しい政治の方向である。さらに、こ
のような現象は、張載一人だけではなく、当時の著名な道学者の動きを見れば、至ると
ころで見られる。程顥は「南廟試策五道」という策論で、国の財政問題を論じた際、
夫れ水利の興る、屯田の制、府兵の復る、義倉の設けは、皆時を済すの大利な
．．
り。顧みるに縉紳之を議すること熟せり。惟だ以て旧説を迂として之を忽にす
ることをせざるときは、則ち財以て豊かに、食以て足り、貨利寛やかなる可く、
文法損す可し72。
と述べたことがある。
「縉紳」
とは、
すなわち士紳とも呼ばれる地方社会の士人である。
程顥からすれば、一連の財政問題を解決するためには、すでに「縉紳之を議すること熟
せり」であるがゆえに、それらの縉紳の議論（「旧説」）を重視すべきなのである。
そして、最も顕著な例は、張載と程頤の弟子であり、中国最初（熙寧九年、1076）の
「郷約」を制定した呂大鈞・呂大臨兄弟たちであろう。呂氏兄弟は、地元における「徳
業相勧、過失相規、礼俗相交、患難相恤」73といった住民の教化・互助のために、後世
に至って郷約の手本といわれる『藍田呂氏郷約』を作った。清水盛光氏の指摘によれば、
「呂氏郷約」はまさに『周礼』の精神で貫かれているという74。要するに、同時代の道
学者たちは、王安石と同じく『周礼』に伝わった理想的な政治を信じたが75、――なお、
程頤も「今や法、当に『周礼』を用うべし」76と言ったことがあり――中央集権の指導
体制を目指したのではなく、主に各々の地元における秩序の立て直しに関心を持って、
在地士人の主導による「地方自治」型の政治を唱え始めた。
本稿の冒頭で述べた通り、そういった士大夫政治の「中央」から「地方」への転向は、
後世の歴史に広く深い影響を及ぼし、中国の政治を大きく規定している。ただし、ここ
での問題は、なぜ道学者の間でそのような転向が可能となったのかという点にある。こ

72

「南廟試策五道」
『河南程氏文集』巻二、
『二程集』
、456 頁（夫水利之興、屯田之制、府
兵之復、義倉之設、皆濟時之大利、顧縉紳議之熟矣、惟不以爲舊説之迂而忽之、則財以豐、
食以足、貨利可寬、文法可損矣）。
73 「呂氏郷約郷儀」
、『藍田呂氏遺著輯校』
〔宋〕呂大臨ほか（陳俊民校）、中華書局、1993
年、563－584 頁。
74 清水盛光『中国郷村社会論』岩波書店、1951 年、338－360 頁。
75 また、前掲、余英時『宋明理学與政治文化』
（48－49 頁）を参照。
76 「二先生語六」
『河南程氏遺書』巻六、『二程集』、94 頁（王者制作時、用先代之宜世者、
今也法當用周禮、自漢以來用）
。
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こまで、王安石の学と道学を比較しながら、双方の相関性・類似性を論じてきたが、王
安石に比べ、なぜ道学者にそのような変化が起きたのだろうか。
その原因について経済・社会・政治など様々な面において考察するとすれば、それは
おそらく非常に複雑な問題であり、かなり膨大な作業となるであろう。本稿は、政治思
想に関する研究なので、主として、この問題についての解明を思想の分野に限って、一
つの仮説を立てたい。具体的に言えば、本稿は、王安石であれ道学者であれ、両者の政
治構想が基本的に「道」という本体から出発するものであると考えており、そのうえで
この問題の答えを探せば、まず双方の「道」に対する認識の異同を解明しなければなら
ないように思われる。したがって、双方の「道」に対する認識についての検討を通じて、
両者の間に上述の転向の可能性を提示したい。
王安石は、
『書・召誥』の中で記載された、周の成王が洛邑（現在の洛陽）に新たな都
を建てたことについて、
成王、洛邑に宅らんと欲するは、天事を以て言うときは、則ち日の東景、朝に
は陽多し。日の西景、夕には陰多し。日の南景、短く暑多し。日の北景、長く
．
寒多し。洛は天地の中、風雨の会する所、陰陽の和する所なり。人事を以て言
うときは、則ち四方の朝聘･貢賦･道里均し77。
と解釈した。彼にとって成王が洛陽を新たな都に選んだ理由は、「天事」
（自然的・空
間的条件）からすれば「洛は天地の中」であり、
「人事」（社会的・経済的・政治的条件）

からすれば「四方の朝聘･貢賦･道里均し」だからである78。言い換えれば、王安石は、
洛陽は「天地」という全体の中心であると考えていた。ここからは、少なくとも王安石
の全体と部分の関係論的思考パターンが見えてくるし、しかも「天事」・「人事」や東西
南北・
「陰陽の和」といった一連の言い方においても、二分論や陰陽五行の要素が働いて
いることがわかるだろう。第二章で説明したように、王安石の「道」における全体と部
分の関係論は、そもそも統一性と二分論、五行説の延長線上に派生するものである。
77

『書義』
「周書・召誥第十四」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、171 頁（成王欲宅洛邑
者、以天事言、則日東景朝多陽、日西景夕多陰、日南景短多暑、日北景長多寒、洛、天地之
中、風雨之所會、陰陽之所和也、以人事言、則四方朝聘･貢賦･道里均焉）。なお、この訳文
は、Web サイトの「黙斎を語る『朱子学の基本書』」
（2013 年 3 月 26 日アクセス、
http://mokusai-web.com/shushigakukihonsho/shokyou/shokyou_5_shuusho2_main.html）を
参照した。以下同。
78 なお、
「四方の朝聘･貢賦･道里均し」ついて、
『史記』の「周本記」や「劉敬列伝」の中に
も似たような言葉が見られる。
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その王安石の説は、
『書経』を読む際の参考として朱子や門人の蔡沈にも引用されたこ
とがあり79、それなりの影響力を見せている。ただし、これに対して、道学者の議論に
はさらなる展開が見られる。例えば、程顥は「中」という方位について、
．
且つ中と喚び做す、若し四方の中を以て中と為せば、則ち四辺中無けんや。若
し中外の中を以て中と為せば、則ち外面中無けんや。
（中略）中なる者は、且つ
之を中と謂い、一箇の中を捉え来りて中と為す可からず80。
と論じた。つまり、
「中」というのは、絶対的なものではなくて、東西南北の「四辺」
にもそれぞれ中心があり、中外の「外」にも自らの中心がある、いわば相対的なもので
あって、ひとまずこれを中というしかない。また、同様の発言は『河南程氏粋言』の中
にも記録されており、
．
（程）子曰く、中に定方無し。故に一を執る可からず。
（中略）故に室自りして
之を観れば室の中有れども、堂自り之を観れば則ち室は中に非ず。堂自りして
之を観れば堂の中有れども、庭自り之を観れば則ち堂は中に非ず、と81。
と、
「中」の相対性（「定方無し」）が語られている。これは、王安石のように天地のな
かに「中」を定めることからすれば、百八十度の思考転換であろう。実際、空間的方位
に止まらず、二程子はこのような認識をあらゆる分野に適用している。例えば、二程子
のどちらかが不明であるが、とにかく下記のように、
早梅の冬至已前に発するは、一陽未だ生ぜざるに方る。然れば則ち発生する者
は何ぞや。其の栄、其の枯、此れ万物一箇の陰陽升降の大節なり。然も逐枝に

79

巻六十五『尚書・召誥』
、
『晦庵先生朱文公文集』3187 頁、『朱子全書』
〔宋〕朱熹、上海
古籍出版社・安徽教育出版社、2002 年。また、巻五「召誥」『書集伝』187 頁、
『朱子全書』
「外編一」
。
80 「明道先生語二」
『河南程氏遺書』巻十二、
『二程集』
、135 頁（且喚做中、若以四方之中
為中、則四邊無中乎、若以中外之中為中、則外面無中乎、……中者、且謂之中、不可捉一箇
中來為中）
。
81 「論道編」
『河南程氏粹言』巻一、
『二程集』
、1178 頁（子曰、中無定方、故不可執一、…
…故自室而觀之、有室之中、而自堂觀之、則室非中矣、自堂而觀之、有堂之中、而自庭觀之、
則堂非中矣）。
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．．．．．．．．．．．
自づから一箇の栄枯有りて、
分限斉しからず。
此れ各々一乾･坤有ればなり。
各々
自づから箇の消長有るは、只是れ箇の消息82。
と述べたことがある。簡単に言えば、一本の梅の木には、咲いたり枯れたりする現象
が起こる。さらに、その梅の木の各々の枝にも、やはり咲いたり枯れたりする現象が起
こる。すなわち、物事には「各々一乾･坤有ればなり」なのである。ここに至って、二程
子の論理性をより正確に把握できるように思われる。というのは、この考え方は単なる
相対性・絶対性の問題ではなくて、実は道学の重要なテーゼ、
「理一分殊」にかかわって
いるからである。相対性と絶対性の関係で言えば、王安石もなお、『周礼』の「春官·典
同」篇への解釈で、
天は、陽であり、地は、陰である。東と南は、陽であり、西と北は、陰である。
しかし、陰と陽の中には、また陰と陽がある83。
といって、陰と陽の相対性を論じている。陰陽の相対論は、そもそも『黄帝内経』の
「素問」篇に見られる説であり84、後世の学者によく理解できるはずである。もちろん、
上述の通り、王安石の学も万物に「道」が備わっていることを認めていた。それゆえ、
「道」についての認識における王安石と二程子の相異を説明するために、まずは、下記
の程頤の話に注意する必要がある。
．．．．
イ) 一事を言って、必ず分けて二つとするは、介甫が学なり。道は一なり。未
だ人を尽くして、天を尽くさざる者は有らざるなり。天・人を以て二とす
るは、道に非ざるなり85。

82

「二先生語二上」
『河南程氏遺書』巻二上、
『二程集』
、39 頁（早梅冬至已前發、方一陽未
生、然則發生者何也、其榮其枯、此萬物一箇陰陽升降大節也、然逐枝自有一箇榮枯、分限不
齊、此各有一乾坤也、各自有箇消長、只是箇消息）
。
83 『周礼義』巻十「春官宗伯三・典同」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、345 頁（夫天、
陽也、地、陰也、東南方、陽也、西北方、陰也、然陰陽之中、復有陰陽焉）
。
84 この言葉は、
「陰中に陰あり、陽中に陽あり。平旦より日中に至るは天の陽、陽中の陽な
り。日中より黄昏に至るは天の陽、陽中の陰なり。合夜より鶏鳴に至るは天の陰、陰中の陰
なり。鶏鳴より平旦に至るは天の陰、陰中の陽なり」となっている（巻一「金匱真言論篇第
四」
『黄帝内経素問注証発微』
〔明〕馬蒔、人民衛生出版社、1998 年、30 頁）
。なお、この訳
文は、丸山敏秋『黄帝内経と中国古代医学――その形成と思想的背景および特質――』（東
京美術、1988 年、177 頁）を参照した。
85 「論道編」
『河南程氏粹言』巻一、
『二程集』
、1170 頁（言乎一事、必分為二、介甫之學也、
道一也、未有盡人而不盡天者也、以天人為二、非道也）。
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．．
ロ) 介甫は、自ら道の字を識らず。道は未だ始めより天人の別有らず。但し、
天に在るときは則ち天道と為し、地に在るときは則ち地道と為し、人に在
るときは則ち人道と為すのみ86。
程頤が批判したのは、要するに、王安石は「道」を論じるとき、天や人といったふう
に、
「必ず分けて二つとする」ことである。程頤にとって、呼び方の異なる天道・地道・
人道は、内実が同じ「道」にほかならない。それは、先ほどの「各々一乾･坤有ればなり」
という指摘にも一致して、いわゆる「理一分殊」の前提であろう。ただし、王安石は二
分論のほかに、道の一貫性も論じていたし、人間を含む天地万物が道とつながっている
ことも強調していた。そうすると、この両者の違いは一体どこにあるのだろうか。
王安石は、
『詩・鄭風』の「子衿」篇への解釈の中で、
人の行いは、
「孝」より大きいものはない。
（ただし）これは、人間の道であり、
天の道にはいまだ及ばない87。
と述べている。言うまでもなく、王安石の考えでは、人間の倫理性（孝など）は究極
のところ、原理の道とつながっている。しかるに、彼の話によれば、人間の道と天の道
は完全に一致するとは言えない。言い換えれば、もし宇宙天地の全体が唯一の道によっ
て規定されるとすると、
万物は道を原理として生きているにもかかわらず、その各々は、
道の完全性を有するのではなく、道の一部を持つのみである。したがって、人間がよく
心性を究めて人間の道を尽くしたとしても、天の道には及ばないという。
一方、道学の説においては、
「性即理」というテーゼから提示されたように、人間性そ
のものはイコール道であり、すなわち、人間には道の完全性が備わっている。それどこ
．．
．．
ろか、道学者にとって「天下萬古、人心（人間性）物理（万物の法則）、皆同じく然る所
にして、一有りて二無し」88であるため、人間の心のほか、あらゆるものにも道の完全
性が備わっている。

86

「伊川先生語八上」
『河南程氏遺書』巻二十二上、
『二程集』
、282 頁（介甫自不識道字、
道未始有天人之別、但在天則為天道、在地則為地道、在人則為人道）
。
87 『詩義』
「鄭風・子衿」
、程元敏『三経新義輯考彙評』上巻、75 頁（人之行莫大於孝、此
乃人道、未至於天道）
。
88 「中庸解」
『河南程氏経説』巻八、『二程集』、1158 頁（天下萬古、人心物理、皆所同然、
有一無二）
。
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ここからは、両者がともに道を原理として出発するにもかかわらず、それぞれの道に
対する認識の相違が明確に見えてくる。下記の図一・二で示されたように、道学者は、
「理一分殊」の説を取って、あらゆる物事が道の完全性を有すると唱えた。それに対し
て王安石の場合は、ただ天地（全体、最大範囲）だけが道の完全性を持ち、万物の各々
はそれぞれに対応する道の一部でしかない。実は、
王安石の目指した政治体制を見れば、
それもほぼ同じ論理に沿っていることがわかる。つまり、各々の部分の組み合わせによ
って、システムの全体性の効果が果たさせるというのである。むろん、そういった考え
方は、王安石の道における二分論、五行説、全体と部分の関係論などにかかわっている
だろう。

図一 王安石の「道」

図二 道学者の「道」

程頤は、新学のこの特徴につて、
．．
介父（王安石）が学は、大抵支離なり89。
と指摘したことがある。
「支離」とは、バラバラに分かれていることである。道学の「理
一」に比べて、王安石のいわゆる道は、間違いなく分散したものとなっている。また、
程頤は門人の楊迪との間にも、

89

「二先生語二上」
『河南程氏遺書』巻二上、
『二程集』
、28 頁（介父之學、大抵支離）
。
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（楊迪）問う、荊公（王安石）が物を窮むるが如き、一部の『字解』、多くは是
．．
れ五行の生成を推す。
今の理を窮むるが如きも、
亦只此れの如く工夫を著けば、
如何、と。
（程子）曰く、荊公旧年の説話はなはだ得たり。後来却って自ら以て不是と為
．．
し、晩年は尽く支離し了わる、と90。
という議論がある。程頤は、王安石の説を全く否定したのではなく、
「支離」であるこ
とを批判した。しかも、彼らにとって、
「支離」といえば、少なくとも『字解』
（すなわ
ち『字説』
）のように、
「五行の生成を推す」ところに関係するという。要するに、王安

石の学における「支離」は、五行説やシステム構造のような考え方がその一因となって
いるのであろう。
したがって、原理から出発すると、王安石の政治構想は、基本的に天下国家を全体と
して運営しなければならない。彼にとって、最も理想的な政治の実現には、各々の機関
や地方の相互作用・有機的連携が欠かせない。彼は、
『周礼』の天・地・春・夏・秋の五
官の篇の冒頭部分に繰り返し現れた「惟れ王は国を建てる。方を弁え位を正す。国を体
し野を経す。官を設け職を分かち、以て民の極と為す」という言葉について、
「官を設け職を分かち」とは、内において国を治め、外において野を治める（た
めである）
。さらに、
（官職が）国の上層部に立てられて、まるで「屋の極」の
ようである。民がその中に庇われるがゆえに、
「以て民の極と為す」という。極
という文字は、
「木」に従って「亟」に従う。
「木の亟」というものは、いわゆ
る「屋極」である91。
と解釈した。伝統の訓詁学の注釈を見れば、ここでの「民の極」とは、本来、
「民に其
の中正を得させて、其の所を失わせない」という意味であり、「極とは、中（中正の道）
である」92とされている。つまり、
『周礼』の六官の設置は、民を治めて、民を中正の道

90

「伊川先生語五」
『河南程氏遺書』巻十九、
『二程集』
、247 頁（又問、如荊公窮物、一部
字解、多是推五行生成、如今窮理、亦只如此著工夫、如何、曰、荊公舊年説話煞得、後來却
自以為不是、晩年盡支離了）。
91 『周礼義』巻一「天官冢宰一」
、程元敏『三経新義輯考彙評』下巻、4 頁（設官分職、内
以治國、外以治野、建置在上、如屋之極、使民於是取中而庇焉、故曰「以為民極」、極之字
從木從亟、木之亟者、屋極是也）。
92 『周礼注疏』巻一「天官冢宰第一」
、
『十三経注疏』
、639 頁（極、中也、令天下之人各得
其中、不失其所、……極、中也、言設官分職者以治民、令民得其中正、使不失其所故也）。
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に導くためなのである。しかし、王安石は「極」を「屋極」と解釈した。
「屋極」とは、
すなわち屋根のことである。文字通り、王安石は国家を一つの建物として捉えて、そこ
での官僚体制を建物の最上部、屋根に擬えていた。これは、非常に明白な全体と部分の
関係論に違いない。そのような王安石の政治構想は、言うまでもなく、中央政府を中心
とする集権体制にほかならない。
こういった王安石の政治構想に対して、道学者は、天下の全体であれ各々の部分であ
れ、皆な道の完全性を有しているがゆえに、
「修身・斉家・治国・平天下」のテーゼに要
請されたように、一人・一家・一国・天下には同じ道が一貫していると考えていた。し
たがって、張載が「たとい之を天下に行うこと能わざるも、猶お之を一郷に験す可し」
と言った通り、もし天下の範囲に理想的な政治が実現できないのならば、一県や一郷、
一村、一家など、いずれのレベルにもそれなりの価値が認められる。つまり、道学者に
とって、先王の道を実現することは、中央政治に限られる必要はない。程頤は、すでに
当時の政治体制について、
春秋戦国の際に当たりて、天下の小国は大国に介して、命に奔るに暇あらず。
然れども以て自ら数百年を維持するに足れり。此の勢却って稲塍（即ち、畔・
．．．．．．．．
畦畔のこと）に似て、各々界分約束有り。後世、遂に土のごとく崩るるの勢有
れば、道壊れて便ち一時に壊る。陳渉一たび叛いて、天下遂に支梧せず。今日
堂堂たる天下、只だ西方一たび敗れて、朝廷遂に震うは、何ぞや。蓋し天下の
．．．．．．
勢、正に稻塍の如くなるときは、各々限隔有れば、則ち卒に壊ること能わず。
今天下却って一箇萬頃の陂に似たり。起こさんと要めても卒に起こること得ず。
一たび起こるに及べば則ち汹湧し、遂に奈何ぞ得ざる93。
と論じたことがある。簡単に言えば、旧来の封建時代（「春秋戦国の際」）の小国は、
弱小であったと言えども、自ら数百年続いた。一方、後世に帝政を実施した統一王朝は、
平素は確かに強く見えるが、万が一その一部が壊れれば、往々にしてその悪影響を全国
に及ぼし、場合によっては王朝全体も崩壊する、という指摘である。程頤にとって、天

93

「二先生語二上」
『河南程氏遺書』巻二上、
『二程集』
、28 頁（當春秋戰國之際、天下小國
介於大國、奔命不暇、然足以自維持數百年、此勢卻似稻塍、各有界分約束、後世遂有土崩之
勢、道壞便一時壞、陳涉一叛、天下遂不支梧、今日堂堂天下、只西方一敗、朝廷遂震、何也、
蓋天下之勢、正如稻塍、各有限隔、則卒不能壞、今天下却似一箇萬頃陂、要起卒起不得、及
一起則汹湧、遂奈何不得）
。
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下は統一の集権体制（「一箇萬頃の陂に似たり」）を取れば、いざという時に（「一たび起
こるに」
）大変危険である。むしろ、中央の権力を地方に分散すれば（「各々限隔有れば」
）、

万が一何かが起こったとしても、天下の全体に大きな損害を与えない（「卒に壊ること能
わず」）。これは、中央の集権主義より一種の「地方自治」の分権主義を主張することで

あり、明末の顧炎武らの「封建論」にも酷似している。また、張載は井田制を検討する
に当たって、
．．
井田は、卒に封建に帰せば、乃ち定まる94。
と、地方分権の封建制を主張した。上述のように、張載は『周礼』の制度を学び、郷
里に井田制を施行しようと考えていた。井田制は、土地の分配制度であり、いわば一つ
の経済制度である。さらに、政治体制に関して、彼は地方の分権を目指し、封建制に復
帰してこそ井田制が確立できると唱えた。
ここに至って、道学者たちは王安石と異なる方向に転じ、
「地方自治」型の政治に関心
を持つようになった。その歴史的原因を探せば、必ずさまざまな要因が存在し、しかも
相互に作用したものであったに違いない。本稿は、ただ政治思想の面に限ってその可能
性を考察したにすぎない。少なくとも、唐宋変革の流れの中で、王安石がどうしても克
服できなかった強大な君主権力と士大夫政治の要請とのジレンマは、道学者の掲げた「理
一分殊」のテーゼによって、理論上、超えられるようになったのではないだろうか。実
際に、歴史的に見れば、道学者たちは王安石と異なり、中央政治の場であまり頭角を現
したことはなかったにもかかわらず、三代の理想を掲げながら確かに積極的に地方の政
治に関与していた。このような道学者によって開かれた政治の新潮流は、後世の中国政
治に大きな影響を及ぼしたのである。

94

「経学理窟・周礼」
『張載集』
、251 頁（井田卒歸於封建、乃定）。
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まとめ

本章は、宋代以降、道学（朱子学）が王安石の学に代わり次第に主流派の地位を得て、
しかも道学者たちの主導による「地方自治」型政治が台頭していったという現象を解明
するために、主に政治思想の分野に限って、新学が直面したジレンマ、新学と道学の関
係、および双方の「道」認識の違いといった三つの問題に対して一考察を試みた。
第一節は王安石の学におけるジレンマへの検討である。王安石の政治構想は、
「君主の
無為」
・
「大臣の有為」という理念を貫き、宰相集権の政治体制を目指している。一方、
宋代の立国の精神は、制度上の「権力分立」や人事上の「異論相攪」といった臣下の権
力を分散させることである。そこで、宰相集権と宰相分権との二つの理念の衝突が生じ
た。さらに言えば、これは、宋代の宰相権力と皇帝権力との対立でもあって、当時、台
頭した儒教士大夫の勢力と独裁制を強化した皇帝との衝突でもある。
ただし、王安石は「君主無為」および道統を代表する士大夫の優位性を主張し、理論
の面からすれば、すでに中央政界における士大夫政治の限界に達した。そればかりか、
彼はまた一人の宰相経験者であって、約七年間に執政したことがある。というのは、当
時、中央政界に儒教の士大夫政治の実現にあたっては、思想の面であれ、実行力の面で
あれ、王安石に勝る儒者はほとんどなかったといっても過言ではない。それなのに、王
安石は唐宋変革の流れに膨張しつつある君主権力にぶつかって、そのジレンマをとうて
い克服できなかった。彼の失敗につれて、中央政界における儒教政治の試みは、事実上
行き詰まってしまった。
第二節は王安石の学と道学の関係についての検討である。両者の関係は、多くの先行
研究によれば、主に対立者あるいは競争相手であったとされている。本稿は、また二つ
の視点を提示して、この問題をより深く捉えようと試みた。一つの視点は、
「止揚」であ
る。二程子を始めとする道学者は、学術においても、政策においても、実際には王安石
と同調することが多かった。歴史的に見れば、新学のほうが一歩早くイニシアティブを
とったので、道学者は相手の理論を学び、それを参考にし、またその欠点と誤りを捨て
て、いわゆる「止揚」という作業を行ったのかもしれない。言い換えれば、両者は相互
否定の関係ではなくて、むしろ道学者は王安石の「批判的継承者」なのである。
もう一つの視点は、
「正統と異端」の関係である。堀米庸三氏の基準によると、正統と
異端は同じ根本から生まれ、かつ同一範疇（範囲）に属する相関的な概念であるという。
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ただし、中国の歴史の中では、正統と異端という見方はその基準に一致することもあれ
ば一致しないこともある。その不一致の場合といえば、
「異端＝異教」である。もし具体
的な文脈からすれば、いずれにしても、正統と異端の間にはかなりの類似性・関連性が
存在すべきであると思われる。後世の道学者に作られた言説を見れば、道学者と王安石
の関係は、二つの「正統と異端」の場合に両方とも現れる。これらの言説は、その信憑
性の問題は別として、王安石の学と道学の間に非常に多くの類似性や、密接な関連性、
および微妙な対立性といった相関関係が存在したことを物語っている。
第三節は道学と新学における「道」認識の相異に対する検討である。道学者は、
「理一
分殊」の説を取って、あらゆる物事に道の完全性が備わっていると唱えた。それに対し
て、王安石の場合は、ただ天地（全体、最大範囲）が道の完全性を持ち、万物の各々に
はそれぞれに対応する道の一部しかない。そのような原理から出発すると、王安石にと
って、最も理想的な政治の実現には、各々の機関や地方の相互作用・有機的連携を欠か
せない。彼の政治構想は、天下国家を全体として、中央政府を中心とする集権体制にほ
かならない。
一方で道学者は、天下の全体であれ、各々の部分であれ、皆な道の完全性を有してい
るから、いわゆる「修身・斉家・治国・平天下」のことで、一人・一家・一国・天下に
は同じ道が一貫していると考えていた。したがって、道学者にとって、先王の道を実現
するには、中央政治に限る必要はない。天下に理想的な政治が実現できなければ、一県
や一郷、一村、一家など、いずれにしてもそれなりの価値が認められる。当時は、道学
者たちがすでに一種の「地方自治」の分権主義を主張して、
「三代の治」を回復するため
に、各々の地元で士大夫が主導する政治を展開し始めた。
もちろん、宋代以降、士大夫政治の中心はなぜ中央から次第に地方へ移りつつあった
のかという問題について、その原因は非常に複雑であるに違いない。本稿は、ただ政治
思想の研究という立場から、その可能性を考察してみたにすぎない。少なくとも、唐宋
変革の流れの中で、王安石がどうにも克服できなかったジレンマは、道学者の登場によ
って、理論上、超えられるようになった。しかも、実際の歴史を見れば、道学者たちは
王安石と異なり、中央政治の場であまり活躍することがなかったにもかかわらず、三代
の理想を掲げながら確かに積極的に地方の政治に関与していたのであった。
さらに付け加えたいが、上述した道学の「理一分殊」論による士大夫の政治関心の転
向という現象は、ある程度において李氏朝鮮時代の政治史・政治思想史を理解するため
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の一助にもなりうる。特に十五世紀以降、朱子学を修めた新興の士大夫層（すなわち、
士林派）が次第に台頭し、政権を独占する勲旧派と対抗する際、度々政治的弾圧（いわ
ゆる「士禍」95）によって粛清されて、中央の政界から追放されていた。にもかかわらず、

のちに在野の士林派は主として地方郷村に蟄居しながら、書院建立や農業開発、郷約普
及などの文化的・経済的・政治的運動を推進し96、自らの成長を成し遂げつつあった。
そこで、彼らは宣祖の即位（1567）を契機に、中央政界に復帰し政権を担うことに成功
した。
通常、朝鮮王朝は中国のように「唐宋変革」の経験を持たなかったので、その君主独
裁権力は中国の明・清王朝ほど強いものとは考えられておらず、さらにいえば、朝鮮時
代の士大夫の勢力はおそらく中国のそれよりも強かったと思われる。それ故、朝鮮の朱
子学者はまず地方社会の秩序を立て直すことを実現し、さらに中央政界に進出して「政
治をも牛耳るようにな」り、つまり「政治的・社会的秩序は次第に士林系列が追求して
いた方向へ導かれていった」97のである。
したがって、明清時代の中国は士大夫たちが中央より地方の政治に関心を持っていた
のに対して、朝鮮王朝の士大夫たちは地方から中央に進出していた。単にこの十五、六
世紀の中国と韓国の政治発展史を見れば、両方のルートはまさに正反対のものではある
が、上述した通り、
「西洋の衝撃」を受けて皇帝独裁権力が次第に緩まった清末中国の事
情を合わせて見てみれば、両方の政治発展はむしろ非常に類似したルートを歩んでいた
とも言えよう。その意味で、中国と韓国の伝統社会は、朱子学の「理一分殊」論によっ
て推進された社会的・政治的運動の推進のペースは異なっているにもかかわらず、政治
思想史の視角から見れば、かなりの同一性を有している。

95

朝鮮王朝の「四大士禍」については、姜在彦『朝鮮儒教の二千年』
（朝日新聞社、2001 年、
259－282 頁）を参照。
96 李泰鎮『朝鮮王朝社会と儒教』
（六反田豊訳）法政大学出版局、2000 年、74－97 頁。
97 同上、94 頁。
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おわりに

本稿の「研究意義」の部分でも述べたが、近代以来の中国を理解するために、儒教に
ついての研究を離れてはいけない。ただし、歴史的に見れば、一方では儒教内部の原因
もあり、他方では主に十九世紀以降の「西洋の衝撃」で次第に確立された言説によって、
今日、儒教に対する通常の認識は、客観的なものとは言えないように思われる。つまり、
前者の場合、例えば、朱子学が正統思想とされる数百年の長い歴史の中で、朱子学の説
とは異なるほかの儒教学派は、異端視されがちで、その思想における価値ある部分も葬
り去られた可能性がないわけではない。また、後者の場合、儒教は主として封建的、あ
るいは専制的な思想であり、中国が欧米諸国に後れを取った文化的要因である、という
言説である。いずれにせよ、儒教のことを正しく把握するために、この二つの歴史的な
言説を克服すべきである。
不幸なことに、従来、王安石の学に対する認識は、まさにこの二つの言説に左右され
ていた。上述の通り、近代に至るまでは、王安石の学説が基本的に異端や邪説とされ、
本人も奸臣や陰謀家というレッテルを貼られることが避けられず、士大夫の主流から批
判を浴びていた。しかし、近代になると事情が一変し、彼は、改革変法の先駆けや、合
理主義的な思想家、反大地主階級さらに反儒教の闘士などと見做されるようになり、非
常に高く評価されている。
これに対して本稿は、王安石の思想への再検討を通じて、その全体像を歴史上の朱子
学に導かれた言説や、近代西洋中心、特にマルクス主義歴史学の視角から脱出させ、本
来の姿を取り戻させることを期待している。それゆえ、本稿は概して下記の論理に沿っ
て自らの論述を展開している。
第一章では、王安石の政治思想と政治行為の間に齟齬が存在することを、文献史料に
基づいて論証しようと試みた。この作業の主眼は、王安石の政治思想と歴史上有名なか
の「王安石変法」を分離させることにある。すなわち、通説とは異なり、彼の政治思想
に対する考察は、主として具体的な変法政策に頼らず、本人の著作や書簡などのテキス
トに求めるべきだということが、本稿の主張である。そして、王安石の政治思想と変法
における齟齬を論ずることを通じて、彼の思想を正しく把握するために、まず彼を現実
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政治の複雑さ（権力闘争や皇帝意思など）から切り離し、純粋かつ理想的な状態でテキス
トに対する検討を改めて行う必要性を提示した。
その上で、第二章と第三章は厳密なテキスト分析を実施して、王安石の政治思想にお
ける本体論（体）と政治構想（用）を考察した。本体論に関して言えば、王安石の学は
「道」の原理性を重視し、章句訓詁よりも道徳性命や義理を重んじて、後の朱子学と同
じく宋代儒学の新たな潮流に乗っていたと言わざるを得ない。また、政治構想では、彼
は『三経新義』を中心に君主の位置づけ・制度作り・社会風習の形成という三つの政治
問題に対して自らの答えを出し、
士大夫主導による儒教政治の主張を強くアピールした。
ここに至って、王安石はまさに原理から構想まで、そして経学から政策論まで、いわ
ゆる体用兼備の優れた思想体系を築いてきたように思われる。しかし、彼の学問は一時
的に宋代儒学の様々な学派に先んじて官学の地位を獲得したにもかかわらず、後にイニ
シアティブ争いで徐々に朱子学に敗れ、とうとう歴史の舞台から姿を消してしまう。そ
の王安石の学の退陣は、むしろ中央政界における儒者が唱えた士大夫政治の失敗を意味
している。
一方、それに伴ったのは朱子学の台頭である。第四章では、王安石思想の失敗原因を
分析し、朱子学が王安石の学を批判しながらもそれを継承し、そのジレンマを克服して
地方や民間を舞台の中心とする政治の幕を開いたことを論じている。要するに、唐宋変
革の流れの中で、王安石が主張した士大夫主導の中央集権体制は、強化された皇帝独裁
体制と対立することを余儀なくされた。そういったジレンマは、理論の面でも実行力の
面でもすでに限界点に到達した王安石にとって、とうてい克服することはできなかった。
というのは、儒者がリードする士大夫政治の試みは中央政界において事実上行き詰まっ
てしまい、その展開は新たな道を模索しなければならなかったからである。そして、朱
子学は王安石の学と抗争しながら、相手からも学び、ついに王安石の未完の「士大夫政
治」という課題を新しい方向に導くことができた。本稿は、主に政治思想の分野に限っ
て、王安石の学と朱子学における「道」に対する認識の相異を検討することによって、
この士大夫政治の転換点を解明しようとしている。前述した通り、南宋以降、朱子学者
は三代の理想を掲げながら活発に地方の政治を推進し、この時期から中国の士大夫がリ
ードする政治が中央から地方に移っていき、明・清を経て後世の政治発展に絶大な影響
を与えた。
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以上、本稿の枠組みを構成する論理性についてその概要を説明した。それでは、王安
石の政治思想は、
中国儒教の思想史の流れで一体どのような位置づけにあるのだろうか。
内藤湖南氏の「唐宋変革論」によると、中国の唐から宋に至る時代は、中世の貴族政
治が廃退して君主独裁政治が起こり始めた時期である1。すなわち、後漢の豪族を前身と
し、六朝から唐末にまで存在した血縁関係に基づいて政治的権力を占有した貴族（いわ
ゆる門閥士族）は2、唐末・五代の戦乱の中でその勢力に壊滅的な打撃を受けた。そうし

て、貴族勢力が次第に崩壊し、家柄を誇る特権階層がなくなり、従来の貴族政治に代わ
りうるものは君主の独裁政治となった。
内藤氏の論は、後代の中国史研究に非常に大きな影響を及ぼし3、筆者もその論から重
要な示唆を受けている。ただし、問題は唐から宋に至って、いわゆる貴族政治から君主
独裁政治への大変革は、当初から直線的に進んできつづけたのだろうか？内藤氏は「貴
族政治は唐末より五代までの過渡期に廃頽し」4と論じながら、「貴族政治時代に於ける
君主の位置は、時として実力あるものが階級を超越して占むる事ありても、既に君主と
なれば貴族階級中の一の機関たる事を免るゝ事が出来ない。即ち君主は貴族階級の共有
物」5であるとも指摘した。なるほど、貴族政治時代においては、君主というものも実は
貴族階級の一員でしかない。そうすると、唐末から五代までの大混乱期の中で、君主の
勢力もほかの貴族と同じく衰退したはずではないだろうか。
中国の民間においては、五代の戦乱期を描く詩があり、
「朱・李・石・劉・郭、梁・唐・
晋・漢・周、あわせきたって十五帝、乱れ乱れて五十年」6である。つまり、約五十年（907
1

前掲、内藤湖南「概括的唐宋時代観」、
『内藤湖南全集』第 8 巻、111－119 頁。
中国の張国剛氏は、六朝の士族は主に礼法や家学などの文化的要素を特徴づけている階層
であると主張した（張国剛「“唐宋変革”与中国歴史分期問題」
『史學集刊』、2006 年第 01 期）
。
3 「唐宋変革説」に関する研究は、前掲の宮崎市定「東洋的近世」
、張国剛「“唐宋変革”与
中国歴史分期問題」のほか、例えば、張広達「内藤湖南的唐宋変革説及其影響」
（『史家、史
学与現代学術』広西師範大学出版社、2008 年、57－133 頁）
、柳立言「何謂“唐宋変革”？」
（『中華文史論叢』第 81 期、2006 年）
、李慶「関於内藤湖南的“唐宋変革論”」（『学術月刊』
第 38 巻第 10 号、2006 年）
、羅褘楠「模式及変遷：史学視野中的唐宋変革問題」
（『中国文化
研究』、2003 年夏之巻）、張其凡「関於“唐宋変革期”学説的介紹与思考」（
『曁南学報』第
23 巻第 1 期、2001 年）、李華瑞「20 世紀中日“唐宋変革”観述評」（
『史学理論研究』2003
年第 4 期）、ピーター・ボル「唐宋転型的歴史反思――以思想的変化為主」
（劉寧訳、劉東編
『中国学術』第 1 巻第 3 期、商務印書館、2000 年）
、張咸沢「“唐宋変革論”若干問題質疑」
（『中国唐史学会論文集』三秦出版社、1989 年、11－23 頁）などが挙げられる。
4 前掲、内藤湖南「概括的唐宋時代観」
、
『内藤湖南全集』第 8 巻、111－119 頁。
5 同上。
6 『貫華堂第五才子書 水滸伝』
〔清〕金聖嘆、江蘇古籍出版社、1985 年、29 頁（朱李石劉
郭、梁唐晋漢周。都来十五帝、播乱五十秋）。なお、この訳文は、駒田信二訳『水滸伝（上）
』
（中国古典文学大系、第二十八巻、平凡社、1967 年、3 頁）を参照した。
2
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－960）の短い期間で、梁・唐・晋・漢・周という五つの王朝が交替して、十五人の皇帝
が現れた。いわば、大混乱の時期である。このような混乱期においては、旧来の門閥士
族はともかく、皇帝の場合も十数人が登場したことから示されたように、その「天子」
という神聖なる権威は全くなくなった。例えば、当時一人の軍閥、安重栄は「天子、馬
壮兵強なる者之れと為す。寧んぞ種有らんや。
」7と明言したことがある。皇帝の崇高な
権威は、貴族制の崩壊とともに、軍閥割拠の乱れで土に落ちてしまったことが窺える。
それゆえ、本稿の第四章に紹介したことであるが、五代十国の戦乱の世を終わらせて再
統一を果たした北宋王朝は、武力を持つ軍閥の力を憚って、いわゆる「文を以て武を制
す」という方針を取った。その方針には、皇帝中心の中央集権体制を強化し、皇帝の失
った権威を再建しようとする狙いがあった。
しかし、
北宋王朝は武将を制圧するために、
科挙に合格した文人官僚を大幅に起用し、
皇帝の権威が増加した一方、士大夫階層（儒者、読書人、士紳）の社会的地位も同時に高
まり、その力が伸長していた。そこで、宋代の士大夫は中国の歴史上まれに見る高いア
イデンティティーを持ち、儒教の「三代の理想」を掲げ自身を漲らせて政治の舞台に登
場した。彼らは主として儒教の教養を身に着けた知識エリートであり、
「天下を以て己の
任と為す」という責任感をもって8、皇帝と「天下を共治す」ことを要請し9、士大夫の
指導する政治を求めた。
したがって、理論上、北宋という時代は必ずしも直線的に君主独裁の方向へ進んでい
たとは言えない。すなわち、王朝は唐末五代の乱を収めたが、
「体制の方向づけが定まる
．．．．
までにはそれなりの試行錯誤の時間の経過が必要とされた」10のである。少なくとも皇
帝の絶対的権威が確立されるまで、政治権力を巡って、皇帝と士大夫という二つの主体
が存在していた。

7

巻九八「安重栄伝」、
『旧五代史』
〔宋〕薛居正ほか、中華書局、1976 年、1302 頁（天子、
兵強馬壯者當為之、寧有種耶）
。なお、この訳文は、王瑞来「皇帝権力に関する再論（その
ニ） : 思想史の視点からの展開」
（『東洋文化研究』
〈学習院大学〉第 3 巻、25－55 頁、2001
年 3 月）を参照。
8 王瑞来「宋代士大夫主流精神論――以范仲淹為中心的考察」
『宋史研究論叢』第 6 集、河北
大学出版社、2005 年。
9 巻二百二十一「神宗熙寧四年三月戊子」
、
『続資治通鑑長編』、5370 頁（為與士大夫治天下）
。
なお、それに関する研究は、張其凡「
“皇帝與士大夫共治天下”試析――北宋政治架構探微」
（『曁南学報』2001 年第 6 期）
、前掲の王瑞来『宋代の皇帝権力と士大夫政治』などが挙げら
れる。
10 前掲、戸川芳郎ほか『儒教史』
、241 頁。
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本稿の主人公、王安石は、まさにこのような時代に現れた士大夫層の重要な代表者で
ある。すでに指摘したように、王安石は士大夫政治の思想の集大成者であって、体系的
な政治構想を展開して宰相主導の政治体制を唱え、真正面から皇帝独裁制に挑戦した。
その意味で言えば、王安石を始めとする中央政界の士大夫層は、君主独裁制の方向に対
抗して、宋代の中国にもう一つの道の方向を提供していた。知識エリートが指導する政
治は、
「道」あるいは「理」を最高原理として、儒教の教養を身に着けた士大夫にとって
「先王の政」を実現する最も理想的な政治である。しかも皇帝の一姓一家の「私」に対

して、士大夫政治は原理的、道義的正当性があり、「公」の政治とも見做される11。
ようするに、政治体制の方向づけが定まるまで、さまざまな試行錯誤を重ねた北宋時
代では、理論上、中国はいくつかの道に進んでゆく可能性が存在していた。王安石をは
じめとする士大夫が唱えた政治の道は、当時中国の「未来」に関する一つの重要な選択
肢であると思われる。
もちろん、後の歴史において証明された通り、中国の君主独裁制は宋の時代から次第
に発達し、モンゴル族支配の元を経て、明清時代に至って完全に確立した。ただし、こ
れは中央政界における士大夫政治の退陣といえども、士大夫政治の失敗とは言えない。
だから、ポスト王安石の時代においては12、二程子（のちには朱子）を始めとする道学者
も同じく道の原理性を信じ、
「三代の理想」を掲げて士大夫指導の政治を実現しようと努
力していた。それ以降、士大夫政治の主要な舞台は中央から次第に地方に転向した。し
たがって、宋代以降の中国には、主として二つの政治コースが存在していたことが考え
られる。つまり、一方、中央の朝廷では君主独裁政治が進み、他方、地方や民間では士
大夫がリードする政治が推進されていたのである。
この二つの政治コースは空間が異なるため概して平行して存在しているが、原理・道
義（例えば、公と私の関係）からすれば始終対立が避けられない13。そういった文脈の中
で、この朱子学（のちの陽明学も）がリードする地方中心の政治は、前述の溝口氏らの

11

「公」
・
「私」のテーゼについては、前掲の溝口雄三『中国の公と私』（49・61－62 頁）を
参照。
12 「ポスト王安石時代」という表現は、余英時氏が前掲の『朱熹的歴史世界：宋代士大夫政
治文化的研究』
（422－423・896－898 頁）で首唱したものである。ただし、氏は「ポスト王
安石時代」という表現を用いて、道学者も王安石と同じく「外王」を重視して中央政治に関
心を持っていたと論述している。その意味では、本稿はまさしく氏と正反対の観点を論証し
た。
13 例えば、明末清初の儒者が君主独裁の「私」に対する批判や封建論を提唱したこと、さら
に清の雍正帝が呂留良、曽静らの井田・封建論を弾圧した事件など。
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研究から指摘されたように、後世においても引き続き発展し、明清時代にその力が蓄積
され、ついに清末で王朝体制を倒壊させる重要な一因ともなった。
このような中国政治史のストーリーは、唐末五代から出発し、およそ千年近くに亘っ
て近代まで続いている。王安石と新学の出番は、このストーリーの全体から見れば長く
はなかった14。にもかかわらず、彼の思想と主張は、ストーリー全体の進む道にとって、
とても無視することの許されない存在である。
まず、王安石の登場は士大夫政治の全面的な試み（思想・実行力）を意味している。
すでに指摘したが、儒教政治の理想はそもそも「得君行道」であり、天下を治めること
である。
「地方自治」型の政治に転向するのは、上述張載の言った「之を天下に行うこと
能わざるも、猶お之を一郷に験す可し」というように、多少やむを得ぬ選択である。だ
からこそ、王安石が執政した当初、その政権の中には程顥（道学）や蘇轍（蘇軾の弟、蜀
学）のようないろいろな儒教学派の参加者がそろっている15。つまり、士大夫政治は学

派を問わず、宋代儒者の共通する目標である。王安石の政治的試みは失敗したにもかか
わらず、士大夫政治の理想は朱子学者に継承されて、その舞台を中央から地方に移り、
あるいは「天下」から一部の地方に縮小した。その意味では、王安石と朱子学者の間に
一貫性が存在するに違いない。さらに言えば、士大夫政治という面で、王安石の試みは
朱子学者の参照物となり、出発点ともなっている。のちに王安石の失敗は、朱子学者の
転換点でもある。
また、繰り返し指摘したように、王安石は「中央集権型」の士大夫政治の集大成者で
あり、しかもその終着点でもある。彼以降、儒教の思想史では、体系的に士大夫中心の
中央集権政治を論ずる思想家はほとんど見られない。彼の退陣は、中央集権型の士大夫
政治の失敗、より具体的に言えば、中国の士大夫が朝廷の中で君主独裁政治と戦う試み
の失敗なのである。中央の士大夫が敗れたことは、君主の独裁権力を牽制する勢力がな
くなることを意味し16、後の元明清時代においては独裁制がますます伸長する一因とな
14

王安石が慶暦二年（1042）に科挙に合格して進士となり、元祐元年（1086）に死去するま
では、ほぼ 44 年間。その中で、彼が国政を担った期間はおよそ 7 年間（1069－1076）。また
上述の通り、『三経新義』が官学となり、王安石の孔子廟従祀を罷めるまでは、ほぼ 166 年
間（1075－1241）
。
15 前掲、東一夫『王安石事典』
、81－82 頁。
16 例えば、劉子健氏（James T. C. Liu）は、中国の君主独裁制の確立は主に北宋末期から南
宋への間に形成されたと主張した（James T. C. Liu, China Turning Inward -- Intellectual-Political
Changes in the early Twelfth Century. 漢訳：劉子健「中国転向内在――両宋之際的文化内向」
４・72・94－95 頁）。なお、北宋末期は、まさに王安石退陣の時期である。
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ったように思われる。近代以降、例えば中国が数千年に亘って皇帝一人に権力を集中す
る独裁政治を歩んでいるとか、過去の中華帝国は「一人のみ自由、万人は奴隷」の状態
が続いているなどといったありふれた見方は、そのほとんどが「唐宋変革」以降の君主
独裁政治の一側面である。その意味で王安石の失敗が後世の政治史にどれほど影響を与
えたのかは、言うまでもないことである。
このように、本稿は主として政治思想史の面に限って、王安石思想の在り様を改めて
考察し、また朱子学との関係を検討しながら、儒教の歴史的発展に関連させ、王安石の
学を中国の儒教政治の流れという文脈で再把握する作業を試みた。もちろんその上で、
中国歴史・政治の歩み方を内面から理解することの一助たりえようと考えている。
最後に、一つの点に関して述べておきたい。南宋以降、朱子学者を始めとする儒学者
は地方や民間を巡って新たな政治を推進し、地方の秩序を建て直し、西洋社会の「地方
自治」とよく似た体制が実に整備されつつあった。例えば、溝口氏の研究によると、清
末に欧米先進国を学んだ「光緒新政」の一環として発布された「城鎮郷地方自治章程」
において、その内実は、学務（中小学堂・幼児院・図書館・閲報社など）や公衆衛生（道
路清掃・施医薬局・戒煙会など）、交通整備（橋梁建築・道路修理・街路灯など）、農工商

務（改良種植牧畜及漁業、市場開設、田地整理など）、慈善活動（救貧事業・寡婦扶養・
救火救生・保存古跡など）といった、思いつく限りと言えるほどの公共事業が網羅されて

いる。しかし、実は、電車や電燈、水道などの新時代の事業を除けば、そのほとんどは
明末清初以来の「郷治」
、言い換えれば、士紳層が主導していた地方中心の政治活動で、
．．
「善挙」
（すなわち、公益活動）として実施されていた17。つまり、君主独裁政治が発達
していた明清時代と雖も、多くの社会事業は君主権力に影響されず、士大夫がリードす
る地方や民間に広まっていた。
こういった現象が現れるのは、中国の伝統政治の中に、いわば「皇権不下県」18（すな
わち、皇帝の権力は県以下に届かない）という不文律が存在しているからである。その意

味で、皇帝と朝廷は、国家レベルの政治・軍事にかかわる権力を掌握し、もちろん一部
の経済権力（例えば、租税権や造幣権）も独占した一方で、多くの社会や民生に関する分
野に対しては直接支配していなかった19。それゆえ、政治空間という点で、宋代以降の
17

前掲、溝口雄三ほか『中国思想史』
、204－214 頁。
秦暉『伝統十論――本土社会的制度、文化及其変革』復旦大学出版社、2004 年、3 頁（国
権不下県，県下惟宗族，宗族皆自治，自治靠倫理，倫理造郷紳）
。
19 例えば、費孝通氏は「
（皇権の専制と独裁は、）人民の実際の生活においては緩やかで微弱
18
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士大夫は中央の政界で皇帝独裁政治と戦って敗北を余儀なくされたが、中央以外の「空
間」で儒教の理想的な政治を実現する可能性は大きかった。王安石以降の朱子学者にと
っては、
「理一分殊」という思想的な突破が可能となったうえで、道の実現を中央の政治
に限られる必要もなくなり、地方という「空間」を選ぶことに成功したのである。
そういった歴史的な実情は、現代中国の事情に照らしても参考となることがあるでは
なかろうか。現在、中国全国の範囲で市場経済が形成されつつあるが、その濫觴はおよ
そ三十年前の改革開放の初期、
経済改革の実験場として深圳などの地方で設置された「経
済特区」である。少なくとも、当時の中国では、中央で比較的に、改革に抵抗する勢力
が大きかったことや、急進的な改革がもたらすリスクへの配慮が必要となっていたこと
などに対して、地方の事情は比較的緩やかで、しかもリスク管理もより容易であったと
思われる。もちろん、
「特区」の設置はそれを改革の実験場するためであり、いくつかの
地方で改革を実験的に行って、その実効性を図るうえで、それらの改革を全国に普及す
るかどうかを決めるという意図を内包している。ただし、中国の長い歴史的伝統から見
れば、巨大な集権体制を有する中央政府に対して、地方のほうが身軽で活力を持ってい
るに違いない。さらに、中央政府の権力及び権威に挑戦しないのであれば、実は地方で
は特に民生や経済、社会などの分野に関して、かなりの「政治空間」が残っているので
ある。
一方、中国は目覚ましい経済発展を遂げたこととは対照的に、政治改革に向けた顕著
な進展が見られない。にもかかわらず、中国政府は「法治」や「民主」などの価値を公
式に認め、政治改革に関しても積極的な姿勢を示しているので20、全国範囲での改革の
実行が一時的に難しいと雖も、やはり地方にはある程度の「政治空間」が存在している
のではなかろうか。実際にも、1990 年代以降21、中国の農村は諸問題を抱えながらも、
直接選挙を始めとする村民自治の政治改革が進んでいる。さらに、近年来、地方で「政
で」あることを指摘したことがある（費孝通『郷土中国』生活・読書・新知三聯書店、1985
年、64 頁）
。
20 例えば、2013 年 3 月に当時の温家宝総理が行った『政府活動報告』では、
「さらなる政治
的な勇気と知恵をもって、改革開放をいっそう推し進め」、
「社会主義の民主・法治建設を推
進することを必要とし」、
「人民が法律に基づく広範な権利と自由を確実に享有できるように
し」、
「法律に基づく国家統治を堅持し、憲法と法律の権威を十分に尊び」、「民主的な監督、
法律に基づく監督、世論による監督を堅持し、権力の運用に対する規制・監督システムを健
全化」するというように強調している（温家宝「政府工作報告」
『人民日報』2013 年 3 月 19
日）
。
21 1987 年 11 月 24 日に開かれた第六期全国人民代表大会常務委員会第二十三回会議で、
「中
華人民共和国村民委員会組織法（試行）」が制定され、1988 年 6 月 1 日から施行された。
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治改革試験区」を設置する声も次第に現れている。22将来、中国の法治国家建設を含む
政治改革がどのように進み、どのような成果を収めるのかは非常に大きな課題だと考え
られるが、本論文の研究が示唆した、まずは中央よりも地方に、そして地方から再び中
央に向かう中国の伝統的な政治改革ルートが一定の参考にもなると思われる。
それゆえ筆者は、本稿での中国儒教の政治史に関する研究を通じて、学術の面だけで
はなく、歴史から現実に至るまで儒教の文化に馴染んでいる中国の在り方や、中国政治
をより深く理解することに貢献できればと考えている。

22

辛宇「探索建立県級政治体制改革試験区」
『廉政瞭望』2009 年 08 期。于建嵘「建立県級
改革試験区的設想」『南方週末』2009 年 9 月 10 日。李鳳桃「『特区』時代」『中国経済週刊』
2011 年 09 期。楊中旭「地方政改試験提速」
『中国新聞週間』2005 年 28 期。
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