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本書評の対象である『有無之境』は、1991年 3 月に初版が刊行された、文革後の中国にお

ける王守仁（陽明、1472〜1529）思想の研究書として最も重要なものであるとともに、現在

においてもなお、王守仁の思想を探るうえにおける不可欠の研究書として、位置づけられて

いるものである。本書はまた、作者である清華大学国学研究院院長、清華大学哲学系教授（本

書刊行当時は北京大学哲学系教授）である陳来博士の代表作の一つでもある。本書の「内容

簡介」において「本書は王陽明哲学研究の経典の作である」としているのも、決して過褒と

はいえない。従って、本書の内容を検討することは、大陸における王守仁哲学研究の水準を

知る上で、初版刊行後、ちょうど三十年を経過した現在においてもなお、一定の意義を有す

るものと考えられるのである。

作者、陳来博士は1952年 8 月、北京生まれ（祖籍は浙江省温州）。文革中は内モンゴルに

下放。当時から哲学に興味を持ち、閲読を許される唯一の哲学書である『マルクス・エンゲ

ルス全集』を耽読したという。1976年に中南鉱冶学院（現中南大学）地質系卒業 1 。1978年、

文革後最初の研究生（大学院）試験に合格し、北京大学大学院哲学系中国哲学史専攻に入学 2 。

指導は鄧艾民教授。1981年、研究生卒業。翌年、再開された文系博士過程の第一期生として

張岱年博士の指導を受ける。1985年、博士号取得。講義の傍ら、馮友蘭博士の助手として『中

国哲学史新編』の執筆を助ける。1986年、副教授（助教授）、1990年教授に昇進。また、

1993年には博士生導師となっている 3 。その後、東京大学、ハーバード大学、関西大学、香

港中文大学などに客員教授、研究員等として招聘されている。著書は、単著及び編著を併せ

て五十点以上に上っている 4 。

この極めて簡単な略歴からも判るとおり、陳来博士は文革後再開された中国の学術研究の

第一期生として、常に注目を浴びる存在であり続けていると言えるだろう。

次に、本書の書誌学的データを挙げておきたい。本書は最初、「中国大哲学家系列」の一

つとして、人民出版社より1991年 3 月に刊行された 5 。ちなみに刊行部数は3100冊、価格は

6.4元である。その後の再版の事情については、2006年刊行の北京大学出版社版の「後記」

に詳しいが、念のため挙げておくと以下のようになる 6 。本書は刊行後まもなく台湾の某出

版社によって海賊版が刊行された。その後、台湾においては2000年に仏光出版社から繁体字

版が正式に刊行された。一方、韓国においてはソウルの芸文書院より2003年にハングル訳が

刊行されている。さらに、2006年 2 月に、参考文献リスト、索引、そして新たな後記を附し

た増訂版が北京大学出版社より刊行されているのである。この2006年版は本書の決定版と称
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すべきものであり、その後、2009年12月に「陳来学術論著集」の一冊として三聯書店より刊

行され、さらに2013年 6 月には、北京大学出版社より2006年版の再版がなされているが、い

ずれも内容的に変化は見られない。以上のように本書が繰り返し刊行されていることから

も、前述のごとく本書が大陸における王守仁研究の代表作と広く認められていることが窺え

るだろう。

以上、本書の刊行に関する事実を長々と挙げたのは、本書が当時の大陸においては、パイ

オニアの位置にあったことを確認していただくためである。本書巻末の参考文献リストを一

読すれば明らかなことだが、当時大陸においてはなお、陽明学の研究書が刊行されることは

極めて稀であった。それらの内、重要なものとしてはわずかに1981年に沈善洪、王鳳賢両氏

によって浙江人民出版社より刊行された『王陽明哲学研究』と、1989年に華東師範大学出版

社より刊行された鄧艾民氏の遺作である『朱熹王守仁哲学研究』があるのみであった。これ

ら二著の内、前者は文革後早い時期に刊行され、とにもかくにも陽明学に積極的な評価を下

したという点で歴史的意義を有するが、今日においては内容的に特に見るべきものはない。

また後者も、鄧氏の病気のため、それまでの研究を一冊に纏めたもので、それほど大部のも

のではない 7 。

研究書が少ないばかりではなく、当時の大陸においては、参考にすべき資料も極めて乏し

いのが実情であった。そもそも陳来博士が本書において王守仁の文集の底本としているの

は、決して善本とはいえない排印本である四部備要本であり、その他の学者の著作を図書館

で閲覧するのも極めて不便な状況にあった 8 。

従って、特に資料面では、当時の日本の学者と比較して、氏にハンデがあったことは否め

ない。その最たるものが、吉田公平が早くに入手していた『陽明先生遺言録』を見ることが

できなかったことである（この点については後述）。また、本書の初版が刊行された当時、

氏は数え年で四十歳の新進であり、後に自身の研究の深化に伴い、訂正を余儀なくされた箇

所もある 9 。

しかしながら、本書の後記において氏自身が、当時すでに十冊以上も刊行されていた自己

の著作のうち、「最も好きなもの」として自信を持って本書を挙げている事からもわかるよ

うに、『有無之境』は現在においてもなお、高い価値を有する研究書なのである。

それでは、今日から見て、本書の特徴はどこにあるのだろうか。この点について、氏自身

は以下のように述べている10。

一、哲学。

二、文献。

三、文化。

以下、本書の具体的な内容を見ながら、これら三点について、氏がどのような見解を示し
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ているかを探っていきたい。

本書の第一章（緒言）から第十一章（結語）までの内容は本書の中核をなすものであり、

上記三点のうち、第一の哲学（的分析）に関するものである。ここにおいて、氏は岡田武彦

博士を思わせる、あくまで宋明理学の語彙自体を利用した内在的分析を行なう一方、西洋哲

学との対比も大胆に行なっている。このようないわば二面性を持った本書の分析方法が、特

に外国人である我々にとっては、本書がやや読みにくいという印象を与える大きな一因と

なっていると思われる11。また、西洋哲学との対比は、本書において繰り返しなされている

が、日本においては、明治時代から昭和前期にかけて、恣意的な西洋哲学との対比がなされ

たこともあり、今日においては余り試みられることがない。本書においても陳来氏は、「最

後に指摘しておきたいのは、私は現象学の志向性学説が陽明の心物理論を理解するための最

も良い方法と思っているわけではない。私はただ、現象学のいくつかの理論が我々に陽明哲

学の多様な解釈の可能性を再認識させるといっているのみであり、それは王陽明とフッサー

ルの意識及び対象に関する理論が同等のものであるということを意味するものではなく、事

実上、両人の間にはかなり大きな差異と距離が存在するのである」（第51頁）と、このよう

な比較に当たって、それが恣意的にならないよう、最大限の注意を払ってはいるものの、そ

れをむしろ中国哲学の可能性を探る上で有用な手段として、積極的に利用していると思われ

る12。

第一章（緒言）において博士は、「中国古典哲学中の“有”“無”の智慧と境界は中国文化

を研究する上での核心的な問題である」（第 3 頁）としている。そして、王国維『人
じん

間
かん

詩
し

話
わ

』

によってその境地を説明している。

また、本章において、朱子学と王学との連続性の問題について、「陽明哲学の少なからぬ

討論が朱子学を内在的に継承しているにせよ、陽明を朱陸の集成を行なったものと見なすの

は、全く不適切である。王守仁が『朱子晩年定論』および羅欽順に答える書中において、彼

の朱子への反対が本心ではないことを如何に述べていようとも、陽明の著述を精読するなら

ば、彼の朱子哲学の主知的傾向への反感の強烈さが過度に激烈になっているところが多々見

られ、その章句訓詁や、物の上において理を求めることへの攻撃の酷薄さは、人をして不可

解ならしめるほどのものである。これは必ずや当時の朱子学者、あるいは朱子を旗印とする

学者の彼に対する攻撃と関係するものだろう。いずれにせよ、陽明哲学は全体として朱子学

にたいする反動であり、調和では決してない」（第 8 頁）と述べているのは全く正しい見解

であると思われる13。

第二章から第十章は本論であり、ここにおいてなされている哲学的分析の詳細さは、確か

に氏が本書の特徴の真っ先に挙げているだけのことはあり、王守仁哲学の重要な問題をほぼ

網羅していると言えるだろう。

まず第二章（心と理）においては、「“心即是理”あるいは“心外無理”は、陽明倫理学の

第一原理であり、心学が孟子以来の倫理哲学であることを集中的に体現していると、なんの
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誇張もなしに言うことができる」（第18頁）と、『大学』をよりどころにする朱子学に対し、

王守仁を『孟子』をよりどころとした陸九淵の心学の継承者としている。

また、本章においては、王守仁の“心外無理”説の欠点として、「彼はそれが倫理学内の

討論に限定されるものであることを明確に指摘すべきだったし、また、客観的な事物の法則

の問題についても明確な解決をなすべきであった」（第38頁）としている。

一方、第三章（心と物）においては、心と意の定義についてカントとの比較において、「陽

明哲学中の“心”とは本体の心、つまり純粋自我であり、“意”は一つの経験意識の範疇で

あるので、心と意との区別はカント哲学中の純粋実践理性としての意思と意念との間の区別

に近い」（第45頁）としているのは、前述の如く、本書において多く見られる西洋哲学との

比較の一例である14。また、本章においては、有名な岩中の花樹の問題について、美学的見

地を援用して説明を行なっている。そして本章の末尾においては、「彼の唯心論は、ある面

においてはフィヒテの倫理唯心論に類似しており、ある面では現象学の唯心主義と同工異曲

の妙が見られる」（第59頁）として結んでいる。

第四章（心と性）においては、これらの語をめぐる陽明の言葉の分析を行なった後、「陽

明哲学は基本的に理想的な境界を同時に心の本体であるとしている」（第75頁）とする。また、

明代中期より盛んとなった、いわゆる“気の哲学”との関係については、陽明は“気即性”

であるとしている15。

第五章（知と行）では、知行合一説が唱えられた時代背景として、「知行合一の提出は、

明代中期の社会風気の悪化に対応するものであり、道徳水準の下降を全体的背景としてい

る」とする。そして結論として、「知行合一は心外無理と強調点が異なり、心即理説は内在

志向の道徳性が善の本質であることを強調するのに対し、知行合一説は志向の道徳性は必ず

実践を通して、自己の真の実現を現実の道徳性としなければならないことを強調する。従っ

て前者は動機を、後者は行為を強調する。知行合一の立場においては、善なる動機は善を完

成させることの開始に過ぎず、決して善の完成ではない」（第108頁）としている16。

第六章（誠意と格物）においては、議論の際の材料として『大学古本傍注』を使用してい

ることについて、第115頁註 2 において、函海本、百陵学山本の両者とも「いずれも戊寅原

本ではなく、改本である」が、「二本とも偽作ではない」としている17。

本章においては、王守仁の格物説についてその他の資料も検討した上で、「陽明が平濠以

前において格物を「其の非心を格
ただ

す」、「念頭を正す」としていたことは、甘泉、黄綰の叙述

に見えるところであり、誤解ではあり得ないが、このような解釈は、経典自身に即してみる

といくつかの問題を引き起こすこととなった。まず、格物を「心の不正を正す」と解釈した

ことは、羅欽順および湛甘泉が指摘しているように、『大学』本体の「正心」の項と重複する。

次に、もし格物が「念頭を正す」であるなら、「念頭」はまた「意」でもあるので、格物と

誠意も重複することとなってしまう。このようにするならば、修身以下の四条目はその前の

四条目のような独立した領域と明確な意義を持たなくなってしまうのである。経典解釈の立
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場から見るならば、これは陽明の理論上の手落ちである。

しかしながら、陽明は晩年においてもなお「格」を「正」、「物」を「事」と訓ずるものの、

解釈の上において明確に「其の非心を格
ただ

す」、「念頭を正す」といった言い方をすることがな

くなり、「意の在る所」についても、実事、実物をより強調するようになったことは、多く

の問題を避けることを可能とした。同時に、「事に即し物に即し」、「事に随い物に随う」と

して格物を解釈したことは、儒学固有の学問思想の伝統である「善を為し悪を去る」を中心

とする規範の中に格物説を収めることとなり、このことは陽明の格物説を正徳年間における

よりもより完全な物としたのである」（第146頁）と結論づけている。

第七章（良知と致良知）においては、致良知説の提出は正徳十五年（1520）のことであり、

翌十六年（1521）のこととする「年譜」の記載には問題があるとする18。また、本章におい

ては陽明における「良知」について、「良知は先天的な原則として、単に“是を知り非を知る”

“善を知り悪を知る”と表現されるのみならず、“善を好み悪を悪
にく

む”とも表現される。それ

は道徳理性の原則であると共に、道徳情感の法則でもあるのである。良知は単に我々に何が

正しく何が間違っているかを指示するのみならず、正しいものを“好み”正しくないものを

“悪
にく

む”ようにさせるものであり、それは道徳意識と道徳的情感の統一なのである」（第155頁）

としている。

一方で、人間の実際の行動に当たって、良知のみを指針とするのでは必ずしも正しい行動

が保証されないのではないか、という問題に対しては、「しかしながら、陽明について言う

ならば、明朝正徳年間という腐敗した社会の中においては、倫理学上余り高い要求を提出す

ることはできず、やや低く説いたことは、理解できる」（第177頁）としている。第五章にお

いても述べたが、陳来博士の明代中期に関する理解は、基本的に「腐敗した社会」というも

のであり、以前の中国での理解とかなりトーンを異にするものであると言えるだろう。

第八章（有と無）においては、まず天泉証道の記録について検討しているが、ここで『龍

渓王先生全集』中の「天泉証道紀」を天泉証道の当事者による記録としているのは誤りであ

る。この点については、後に氏自身が「『天泉証道紀』の資料価値」（『陽明学』第13号、

2001）において、「「天泉証道紀」は王畿の門人が彼の会語や文章の中から四句教に関するも

のを集めて編纂したものであり、王畿自身の手になるものではない。その中の「行状」に依っ

ている部分は、「行状」に還元して研究すべきものであり、「東遊問答」等から集めたものは、

天泉証道に関する記録ではなく、信頼性に乏しいため、天泉証道の記録とすることはできず、

単に王畿自身の四句教に対する理解の資料として用いることができるのみである」（第26〜

27頁）と指摘しているように、天泉証道自体の記録として用いるのは不適当である。

天泉証道において古来最も問題とされてきたのは、言うまでもなく首句の「善無く悪無き

は心の体」であるが、この句について陳来博士は、「その意義は倫理的な善悪の分を否定す

ることにあるのではなく、そこで討論されているのは社会道徳倫理とことなる方向性の問題

である。それは心の本来備えている無執着性を指しており、心のこのような、いかなるもの
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に対しても執着しない本来の状態が、人が理想的な自在な境地を実現するための内在的根拠

であることを指しているのである」（第197頁）と解釈している。

また、この章で特に注目されるのは、天泉証道の直後に行なわれ、他の研究者が余り注目

することのなかった厳灘問答に着目していることである。このことは、天泉証道と厳灘問答

を比較して、「厳灘四句は、天泉四句と比較して、わかりにくいという欠点はあるが、より

優れている点もある。厳灘の四句中においては、陽明は“無”ではなく“有”を始めにおい

ており、“無善無悪”といった誤解を招きやすい言い方をしておらず、あきらかに“有”を

体とし、“無”を用とする精神を表現しており、有と無、有心と無心に、儒家の立場からす

る統一を与えるという考えがより明確のものとなっている点がそれである」（第214〜215頁）

と述べているところに特によく表わされている19。

第九章（境界）において、陳来博士は本書の題目となっている「有無の境」について、「説

明しなければならないのは、本書の以下の討論における“有我の境”というのは“天地の塞
そく

は吾が其の体、天地の帥
すい

は吾が其の性”20の大“吾”の境であり、“無我の境”とはすなわち

前章以来我々がたびたび強調してきた“情、万物に従って無情”21の滞らない境地である」（第

219頁）としている。さらに博士は、「このような意義において、宋明理学全体の発展の一つ

の基本的な主題は、儒家の有我の立場において如何に仏教（道家文化も含む）の無我の境を

消化、吸収するかにある。宋明理学全体の心性論と工夫論は、大半の討論がこの問題につい

てであり、ただその具体的な表現に違いがあるのみなのである。この点を理解できなけれ

ば、宋明理学の内在的な討論、甚だしくは『明儒学案』一冊さえも、全く理解することがで

きないのである」（同上）とさえ断言している。本書の題名が、陳来博士にとって決して思

いつきのものではなかったことが窺えるであろう。

また、本章では、王守仁の万物一体観を説明する際、当然の事ながら「抜本塞源論」（答

顧東橋書）を多用しているが、それについて博士は、「陽明自身、これらの文字を記してい

る際、必ずや惻然、戚然の強烈な感情に満ちていたと私は確信している」（第242頁）と、珍

しく詩的な表現を用いている。

なお、前述の如く本書の三大特徴の一つとして博士が挙げている“文化”について、本章

では、「本書の上述の議論において示した如く、価値への関心と苦悩を超越することとは、

“有”と“無”の表現形式を取っており、これは儒家の精神境界の一体となった両面なので

ある。この点を示すことが、まさしく本書の文化意義上の主題なのである」（第245頁）とし

ている22。

第十章（工夫）においては、有名な精金の譬喩について、聖人の概念を変えたもので、「中

国社会への影響は深遠なものである」（第268頁）とする一方で、「陽明が経典と名物の研究を、

成色を破壊する雑質としたことは、自覚的に、あるいは無意識的に徳性と知性の発展を最大

限に対立させることとなった」（第269頁）と批判している。

第十一章（結語）においては、哲学（的分析）のまとめとして、王守仁の年齢による思想
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の変化と、その後の学派の発展を総括しているが、「中年教法」の項において、「静坐収斂」

の工夫を特定の時期のものとすることの非を指摘しているのは卓見と言えよう（第301頁）。

また、泰州学派に対して極めて批判的な見解を示しているが、このような見解は、その後、

現在まで中国の学界では主流となっている23。

以上、第一章から第十一章までの内容が、博士の指摘する本書の三大特徴のうちの“哲学”

と“文化”であるとするならば、「附考」の内容はまさしく“文献”である。事実、当時、

陳来博士の研究の特徴として文献考証を挙げる人は多く、荒木見悟博士も、1990年の福建に

おける陳栄捷博士との対談の際、当時の大陸の注目すべき研究者として、「“考証”の陳来」

と述べられていたほどである。もちろん、この面のみを強調するのは陳来博士にとって極め

て不本意だろうが、本「附考」において注目すべき見解が多く見られるのもまた事実である。

まず、「一、『年譜』箋証」においては、前述の如く『陽明先生遺言録』を見ることができ

ないというハンデがありながらも、年譜自体の記載から、格竹の故事が、二十一歳の時のこ

とではあり得ず、少年時代のものであると断定していることが挙げられる。これは、誰もが

何気なく見過ごしていた文献を、新たな角度から見直したものであり、単なる考証家ではで

きない発見と言えるだろう。

また、王守仁の遺言としてどの伝記も特筆大書する「此の心光明、亦
ま

復
た

何をか言はん」と

いう言葉が、当事者の記録に見られないという指摘も、未だに新鮮さを失っていない。

次に「二、『続編』書札考」は、編年がなされていない書簡の作成年代を推定したもので

あり、有用なものではあるが、残念ながら誤りが見られる。

博士は「与王晋渓司馬」の書簡を、全十三通としているが、これは全十五通の誤りなので

ある。従って、本書第329頁から331頁までの部分は以下のように修正しなければならない。

「与王晋渓司馬」（一）→ママ

「与王晋渓司馬」（二）→ママ

「与王晋渓司馬」（三）→ママ

「与王晋渓司馬」（四）→ママ

［「与王晋渓司馬」（五）（“守仁始至”）が抜けている24］

「与王晋渓司馬」（五）→（六）

「与王晋渓司馬」（六）→（七）

「与王晋渓司馬」（七）→（八）

「与王晋渓司馬」（八）→（九）

「与王晋渓司馬」（九）→（十）

「与王晋渓司馬」（十）→（十一）

「与王晋渓司馬」（十一）→（十二）

［「与王晋渓司馬」（十三）（“自去冬”）が抜けている25］
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「与王晋渓司馬」（十二）→（十四）

「与王晋渓司馬」（十三）→（十五）

以上の誤りはケアレスミスと思われるが、再版の際に修正されなかったのは残念である。

「三、越城活動考」は、陽明洞が、『陽明先生出身靖乱録』のいうような餘姚の四明山にで

はなく、会稽山に位置していることを資料に即して明解に解き明かしている。本編も陳来博

士会心の一編であり、現在に至るまで、この問題に関する定論であるといえるだろう。

「四、著述辨疑」においては、「一、伝習録」において、北京大学図書館所蔵の南大吉本『伝

習録』に初めて言及している。

「二、大学古本傍釈」においては、まずそれが偽作でないことを述べた後、その佚文を記

している。本書評の註17において述べたように、この問題については本書刊行後、水野実教

授が「王守仁の『古本大学』の考察」において資料を博捜の上で考察を行なっているが、結

論はほぼ同様である。陳来博士の考証は、すべての資料を網羅した上で考察を行なう、日本

式の方法論からすると、ややあらっぽく感じられる場合もあるのは事実である。しかしなが

ら、多くの場合において正しい結論に到達しているのは、博士の研究者としてのセンスを物

語るものと言えるだろう。

全編の最後に、「附録」として「心学伝統中の神秘主義問題」が附されている。本編は、

特に明代前・中期に多く見られる儒学者の神秘体験を、儒学の流れの中で明確に述べたもの

であるが、本編も「越城活動考」同様、陳来博士会心の一編であり、陳来博士が自己の自信

作を選りすぐって収録した『陳来自選集』（広西師範大学出版社、1997）にも収められている。

そこにおいて博士は、本編が附録として収録されていることによって軽く読み流すことがな

いよう、読者に希望しているのである。

以上、本書の内容を順番に概観してきたが、本書全体を通して感じ取ることができるのは、

陳来博士の、儒学思想が中国思想の本流であることに対する揺るぎのない自信である。博士

にとっては、儒学思想の研究は、決して過去の死に絶えた思想の解剖ではなく、今も続いて

いる中国思想の流れの中に自己がいることを実感するための行為であると思えるのである26。

氏は現代新儒家についての論文も多く記しており、それらは『現代中国哲学的追尋』（人民

出版社、2001。その後、「陳来学術論著集」の一冊として、三聯書店より刊行。2010）とし

て一冊にまとめられているが、そのタイトルからしても、氏が儒学思想を、「現代中国」の

生きた「哲学」として考えていることは疑い得ない。

氏がこのように、自己を中国儒学のいわば継承者の位置に置いていることの証拠として

は、『有無之境』において、劉宗周や黄宗羲の、四句教が王守仁本人のものではない、とい

う非難に、真っ向から反論していることが挙げられよう。劉宗周等のこのような非難は、明

末の時代的要請によるものであり、今日の研究者からすれば、まじめに反論するのは、いわ

ば大人げないほどのものである。しかしながら、中国儒学の歴史に身を置く氏にとっては、
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このような議論も、決して過去のものとして無視してはならず、正面から踏み越えなければ

ならないものなのであろう。

このことと関連して思い起こされるのは、陳来博士が、張岱年博士から与えられたと述べ

られている二つの「任務」である。それは、王船山思想の解明と、自己の思想を作り出すこ

とであった。

そのことを頭に置いてはじめて、日本の研究者から見るとやや違和感を覚える、本書にお

ける、陽明学と西洋近代哲学の対比の意味も理解することができるように思える。陳来博士

にとって、儒学思想の持つ現代的意味は、今日の世界の他の地域との思想との対決のなかで

再確認され、そしてそれはさらに、よりすぐれたものへと変化していかなければならないも

のなのであると考えられるのである。

【後記】本稿は、2008年 2 月27日に、馬淵昌也学習院大学教授（現千葉県一宮町長）の主催

によって開催された、学習院大学東洋文化研究所「陽明学研究の現在」プロジェクト第 7 回

研究会における口頭発表である、「陳来著『有無之境―王陽明哲学的精神』について」の口

頭発表用原稿の内容に改定を加えたものである。十年ほど前の旧稿ではあるが、冒頭におい

ても述べたように、本書評の内容は、現在においても一定の意義を有するものと考えられる

ため、修正・増補の上、発表させていただく次第である。

【本稿は中国貴州省哲学社会科学規劃国学単列課題（16GZGX07、「陽明学文献整理与研究」）

と日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（C）課題番号17K02209）による成果の一部

である】

　　　　　　　　　　　　　　
1 　哲学とまったく関係のない理系の大学だが、入学の動機はとにかく内地に戻るためであったという。
2  　周知の事実だが、この年の入試は空前の難関だった。陳来博士は冗談でこの学年のことを「黄埔第一

期」と呼ぶことがある。この学年の卒業生は、現在学術界の第一線で活躍している。
3 　これは、日本の博士課程指導教官よりはるかに高い地位である。
4  　以上の略歴執筆に当たり、方旭東『好学深思、心知其意─陳来教授訪談』（『学術月刊』2002年第一期）

を参考にした。なお、三聯書店より、2009年から2011年にかけて、十二冊より成る「陳来学術論著集」
が刊行されている。

5  　本書の内容の一部はそれ以前に雑誌等において発表されている（例えば序章の内容は『哲学研究』
1991年第一期において「王陽明哲学の理解と詮釈」として発表されている）。しかし本書の内容の大部分
は書き下ろされたものと思われる。

6  　以下、特に断りのない限り、本論においては2006年刊行の北京大学出版社版を底本とするが、2013年
版もページ数に変わりはない。

7  　なお、鄧氏はガリ版刷りの参考資料の形で『伝習録』の注釈を完成させており、それは2000年に台湾
の法厳出版社より刊行された。
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8  　ちなみに陳来氏が本書で利用している『龍渓王先生全集』および『陽明先生出身靖乱録』の底本は、
永冨が持参した和刻本である。

9  　一例として、天泉証道の資料として、誤って『龍渓王先生全集』中の「天泉証道紀」を利用している
ことが挙げられる。この点についても後述。

10 　以下、陳来博士の言として引用するのは、永冨が留学中、博士から聞いたものおよび2008年 2 月 9 日
に改めてお伺いした際の言葉である。ただし、永冨の中国語力の不足から、氏の本意を曲解している可
能性があり、その場合、すべての責任は当然永冨にある。

11 　筆者自身は本書を繰り返し閲読したためもあり、さほど読みにくさを感じることはなかったが、日本
の宋明哲学研究のトップクラスの研究者数人からこのような印象をお聞きしたことがある。

12 　本書において王守仁の哲学との対比がなされているのは、主としてフッサールなどの現象学、サルト
ルを初めとする実存主義の哲学者、カントおよびフィヒテを代表とするドイツ観念論、そしてバーク
リーの四者である。

13 　なお、日本の研究者の中において、朱子自身の思想と朱子学者のそれとの区別を最も強調するのは垣
内景子氏である。詳しくは同氏『「心」と「理」をめぐる朱熹思想構造の研究』（汲古書院、2005）を参照。

14　本章においては、その他にバークリーとの比較も見られる。
15 　なお、小野沢精一・福永光司・山井湧編『気の思想』（東京大学出版会、1978）は、本書の参考文献欄

には挙げられていない。
16 　なお、本章においては王守仁の知行合一説について詳細な分析がなされているが、認識と判断の合一

を示す例については、全く触れられていないわけではないものの、主要な用例とはされていない点につ
いてはやや疑問を感じる。また、中国における知行合一説の解釈については、馬淵昌也「王守仁の知行
合一説についての一解釈」（『言語　文化　社会』第二号、2004）を参照。

17 　なお、この問題については本書刊行後、水野実博士が「王守仁の『古本大学』の考察」（『日本中国学
会報』第46集、1994）において資料を博捜の上で考察を行なっているが、ほぼ同様の結論となっている。

18　この問題については、水野実「「致良知」説の構造と意味」（『陽明学』第14号、2002）を参照のこと。
19　陳来博士本人も、出版当時、本書の特徴としてこの点を挙げていた。
20　張載『正蒙』乾称篇。
21　程頤「定性書」。
22 　なお、本章において、思想分析の際に単純に唯物・唯心に二分する“一元哲学史観”を批判している

が（第220頁）、このような意見を発表することに対して圧力はなかったのかをお聞きしたところ、「1979
年、80年頃にはすでに“一元哲学史観”に関する議論を見かけることがあったが、九十年代初頭におい
ては一定の困難があった」とのことだった。

23 　この点については、拙稿「陽明学研究の回顧と展望─近年における中国の動向を中心に─」（『近世儒
学研究の方法と課題』所収、汲古書院、2006）を参照。

24　本書簡は永冨の推定では正徳十二年のものである。
25　本書簡は永冨の推定では正徳十五年のものである。
26 　このことの傍証として、馮友蘭博士がよく引用した、「周雖旧邦、其命維新」（『詩経』）という語を、

氏も好んで繰り返し用いていることが挙げられる。


