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山鹿素行『中朝事実』に見るナショナリズムの形態 

郭 馳洋

 

はじめに 

徳川時代前期の儒学者･兵学者である山鹿素行（1622-1685）が寛文九年（1669）に著し

た『中朝事実』は、「日本型華夷思想」の代表的なテキストとされている。そこでは中国が

「外朝」とされ、逆に日本が「中国」･「中華」と称され、中国に対する日本の優位性が強

調されている。このような考え方は、現在の我々から見れば奇異なことであろう。しかし

当時、素行だけではなく、同時代の熊沢蕃山（1619-1691）や山崎闇斎（1619-1682）など

も日本の優位性に基づく「日本型華夷秩序」に傾いていたことを見逃してはならない。よ

って、『中朝事実』に見られる素行の主張は素行の個人的な妄想ではなく、当時の知識人層

および武士層における一つの思想潮流と捉えてもよいのではないか。そのような自国意識

の高揚を見せる思想の根底に働いていたのは、まさにナショナリズムであると思われる。

従って、『中朝事実』に現れた「日本型華夷思想」の典型を分析することによって、山鹿素

行自身のナショナリズム、もしくは十七世紀の日本の知識人層・武士層のナショナリズム

も知ることができるのではないかと考えられる。 

 

先行研究 

山鹿素行をめぐるこれまでの先行研究はさまざまある。ここではまず大まかに分類して

おき、さらに本稿のテーマにより関連するものを見ていく。 

素行の生涯を総括的に扱う書籍で近代に出版されたものを時間順に見ると、井上哲次郎

『山鹿素行先生』（弘道館、1910）、松浦厚『素行子山鹿甚五左衛門』（金港堂書籍株式会社、

1913）、中山久四郎『山鹿素行』（北海出版社、1937）、村岡典嗣『素行・宣長』（岩波書店、

1938）、堀勇雄『山鹿素行』（白楊社、1938年）・『山鹿素行』（吉川弘文館、1959）、佐々木

杜太郎『山鹿素行』（明徳出版社、1978）、中山広司『山鹿素行の研究』（神道史学会、1988）

などがある。 

また、素行の思想を日本思想史の一環に広く位置付けて論じる近代以後の重要な書籍と

して、井上哲次郎『日本古学派之哲学』（1902）、丸山真男『日本政治思想史研究』（1952）、

田原嗣郎『徳川思想史研究』（1967）、前田勉『近世日本の儒学と兵学』（1996）・『兵学と朱

子学・蘭学・国学』（2006）、佐久間正『徳川日本の思想形成と儒教』（2007）、玉懸博之『近

世日本の歴史思想』（2007）などが挙げられる。 

素行の思想・学問そのものを中心として論じる研究は、1970 年以降により現れている。

田原嗣郎「山鹿素行における思想の基本的構成」（『日本思想大系32 山鹿素行』岩波書店、

1970）・「山鹿素行の思想について－朱子学との比較を中心として－」（『日本の名著12 山

鹿素行』中央公論社、1971）、劉長輝『山鹿素行「聖学」とその展開』（ぺりかん社、1998）、
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立花均『山鹿素行の思想』（ぺりかん社、2007）などが挙げられる。 

また、武士道との関係あるいは武士研究の見地から論を展開するのは、田原嗣郎「山鹿

素行と武士道－赤穂事件に関する論評をめぐって－」（『日本の名著12 山鹿素行』中央公

論社、1971）、相良亨『武士の思想』（ぺりかん社、1984）、佐々木杜太郎『武士道は死んだ

か：山鹿素行武士道哲学の解説』（壮神社、1995）、多田顕著・永安幸正編集・解説『武士

道の倫理――山鹿素行の場合』（麗澤大学出版会、2006）である。 

また素行は、江戸時代において儒学者というよりむしろ兵学者として名が知られていた。

素行の兵学を主として検討する書籍は、戦前から現れ、清原貞雄『山鹿素行の兵学』（ダイ

ヤモンド社、1944）、石岡久夫『山鹿素行兵法学の史的研究』（玉川大学出版部、1980）で

ある。また先に挙げた、前田勉『近世日本の儒学と兵学』（1996）・『兵学と朱子学・蘭学・

国学』（2006）は重要で本稿でもさらに触れる。 

これらの研究は、実は、日中関係や国家観の把握ともつながっている。多く、素行の思

想が儒教的でありながら中国儒教からの脱却を目途しており、かつ日本的倫理体系・価値

観（士道論など）を立てようとするものとして位置づけられている。また、田原（1971）

がすでに指摘しているように、明治から戦時にかけて、素行の思想は尊皇思想・日本中心

主義・皇国史観の先駆けとして、赤穂浪士、吉田松陰（1830-1859）、さらに乃木希典

（1849-1912）につながる思想的系譜の上にあるものと見なされる傾向が強かった(1)。 

さて、本稿のテーマに繋がり、さらに本稿で展開される議論に大きな示唆を与えてくれ

る研究をいくつか簡単に見ていきたい。 

永安幸正（2006）は、山鹿素行の武士道とナショナリズムの視点から『中朝事実』を取

り上げて論じている。彼は、そこに見られる発想を一国平和主義、徳川鎖国体制を支えた

思想と捉える。そして戦前・戦時中において山鹿素行が国粋主義者たちに利用・偏用され

ていたことを指摘し、素行がそもそも「熱烈偏狭な日本主義者」ではないと主張している。

しかし、後に触れるが、素行の国家観を鎖国体制を支えた思想と見なすことは必ずしも妥

当ではない。また、日本を「中国」と捉える素行の理由が羅列されているものの、それら

の相互関連は判然としていない。 

玉懸博之（2007）は、素行の神代観と人代観をそれぞれ検討し、素行における日本の歴

史の全体像と歴史的世界の特色を明らかにしている。玉懸の研究によって、素行の歴史思

想は江戸前期の儒者たちのそれと異なることがわかる。後述するが、玉懸の捉えた相違の

内容は、本稿における主要論題を裏付けるものである。ただし、素行の日本史観について

さらに述べれば、彼による日本という国それ自体をめぐる言説だけでなく、ほかの国との

歴史的な関係に関する議論にも注目すべきであろう。しかし、玉懸の研究では、素行の日

本史観と日本中心主義的側面が強調される一方で、素行が歴史上の日中・日朝関係をどう

見ていたか、というような国際関係論への言及はやや足りない。素行における日本中心主

義は明白であるが、それだけに止まらない点もあることは否めないと思われる。 
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『中朝事実』を中心とする近年の研究としては、前田勉「山鹿素行『中朝事実』におけ

る華夷観念」（2010）が注目に値する。 

前田は、『中朝事実』における中国型華夷観念と日本型華夷観念との錯綜について明らか

にしている。また、中国及び朝鮮に対する日本の優越性を示すため、日本の「水土」を称

えているという特徴があること、ならびに明清交替という十七世紀の東アジアにおける大

事件が素行の武威優先論の契機となったことを示している。 

対外関係について、素行が朝鮮半島と日本のあいだに朝貢関係があるとするのに対し、

中国とは平等な関係にあると述べるのは、現実の外交政策と当時の人々の意識のズレの現

れであると指摘している。ここで素行が中国に対する日本の優位性を強調していながらも

中国との関係が対等であると主張する点は興味深い。 

一方、中国でも『中朝事実』に触れる研究はいくつかある。韓東育（2006）は、『聖教要

録』（1665）と『中朝事実』に見られる思想が徂徠学と国学の発生の遠因であると述べてい

る。また『中朝事実』が一種の儒教神道論であるとして、そのナショナリズムがいかに日

本を「中国」化したかについて論じている(2)。韓の研究では、『聖教要録』と『中朝事実』

の論理的関連およびこの二書が江戸時代の思想に与えた影響の分析に重点が置かれている。 

張崑將（2008）は、素行が反対したのは儒学そのものではなく、儒学を学ぶことによっ

て自らの主体性を失ってしまった同時代を生きた日本の学者たちであると指摘し、儒仏と

いう「異端」を警戒しながら日本文化の主体性を強調するという『中朝事実』の問題意識

を明らかにした(3)。 

ただし、『中朝事実』をナショナリズムという主題によって分析するものはあまり多くな

いようである。それは、ナショナリズムを意識して『中朝事実』を捉えるものが少ないか

らではなく、むしろほとんどの研究はそう捉えている。向卿（2007）はナショナリズムの

視座から『中朝事実』を紹介しているが(4)、あくまで概説と簡略な解説に止まり、テキス

トを深く掘り下げてはいない。その傾向はあまり乗り越えられていないのである。 

以上のような研究傾向から、本稿では、「ナショナリズム」をめぐって『中朝事実』にさ

らに精緻な分析を施し、山鹿素行のナショナリズムの構造をより総体として捉えたい。そ

のことは、素行研究だけでなく、近世日本思想史研究上にも意義があると考えられる。 

本稿では、まず、ナショナリズム研究自体の成果を捉える（第１章）。そして前述の先行

研究を踏まえながら、さらに『中朝事実』の内容を分析していく（第２章）。その完結する

総体のあり方を捉える（第３章）。そして今後の研究を方向づけたい（結論）。 

 

第1節 ナショナリズムと時代のうねり 

1. 1 ナショナリズムをめぐる諸問題 

ナショナリズムという言葉の意味をめぐっては、さまざまな議論がなされてきた。アー

ネスト・ゲルナー(Ernest Gellner、1983。邦訳は加藤節、2000）による「ナショナリズム
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とは、第一義的には、政治的な単位と民族的な単位とが一致しなければならないと主張す

る一つの政治的原理である」(5)という定義がよく言及される。だが、周知のように、ナシ

ョナリズムは、状況によって「国家主義」、「民族主義」、「国民主義」とも訳されることか

ら、その意味の曖昧さをどう捉えるかという、定義の難しさがしばしばいわれてきた。 

ナショナリズムの起源をめぐっては、一般的に大きく二つの意見が挙げられる。アント

ニー・D・スミス(Anthony D. Smith、1986。邦訳は巣山靖司・高城和義ほか、1999)のまと

めによれば、一つは、ネイションとナショナリズムは十八世紀後半に生み出されたいわゆ

る近代の発展の産物であり、類似の現象は古代や中世においても見出せるが、それらはま

ったく偶然的で例外的な現象であるとする考え方、いわゆる「近代主義」(6)である。 

もう一つは、「近代主義」に対して、ネイションとエスニックな共同体こそが、歴史の自

然な単位であり、人間の経験的な諸要素を統合するものであるとする「原初主義」(7)の考

え方である。 

また、スミス自身が主張するように、近代以前の時代には集合的な文化的単位や感情と

呼ばれる「エトニ」(8)（エスニックな共同体）が存在しており、それと近代的なナショナ

ルな単位や感情との間の相違と類似性に注目すべきだという、原初主義や近代主義の限界

を乗り越えようとする考えもある(9)。そこで、「形態」・「アイデンティティー」・「神話」・「象

徴」・「情報伝達」という諸概念がとりわけ重要だとされる(10)。 

ナショナリズムに関する議論がこのように多様である以上、我々はそれを論じる際、ナ

ショナリズムという言葉を定義することに慎重でなければならない。ナショナリズムは特

定の思想を指すと同時にある種の社会運動をも指すとすれば、本稿の場合は取りあえず前

者、すなわち思想としてのナショナリズムを扱うことにする。 

ただし、ゲルナーは、「（ナショナリズムの預言者たちの）細かい教義を分析する価値は

ほとんどない」、そして「一般的に言えば、われわれはナショナリズムそれ自体の預言者た

ちを研究することによって、ナショナリズムについて多くを学ぶことはないであろう」、と

主張している(11)。 

また、同じナショナリズムの主要論者の一人であるベネディクト・アンダーソン

（Benedict Richard O'Gorman Anderson、1983。邦訳は白石さや・白石隆、1997）も「ナ

ショナリズムは、他のイズム[主義]とは違って、そのホッブスも、トクヴィルも、マルク

スも、ウェーバーも、いかなる大思想家も生み出さなかった」とし、ネイションとナショ

ナリズムを「『自由主義』や『ファシズム』の同類として扱うよりも、『親族』や『宗教』

の同類として扱ったほうが簡単」であるとしている(12)。彼はナショナリズム研究を他のイ

デオロギーを論じる場合と区別し、特定の思想家に重みを置くことを避けている。 

とすれば、ゲルナーやアンダーソンのナショナリズム論を援用しながら山鹿素行の『中

朝事実』に見られるナショナリズムを分析することも結局、「多くを学ぶことはない」結果

に終わってしまうのではないか、という疑問が湧いてくるであろう。 
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そもそも、ゲルナーがナショナリズムの預言者に関する研究を勧めない理由の一つは、

要するに、預言者の一人がいなくなってもまた誰かが彼の場所を埋めるので、ナショナリ

ズムの本質には影響されないということであり(13)、つまり、ゲルナーの目は、ナショナリ

ズムの一般論、すなわちその普遍性に向けられていると言ってよい。 

しかし、ゲルナーがナショナリズムの具体的表現および特定の地域における形式は、現

地の状況によって決められ、それは研究に値すると述べているように、本稿は、逆にその

特殊性に目を向け、あえてヨーロッパの学者による議論を徳川前期に関する思想史研究に

当てはめてみることによって、その適用できる部分とできない部分を見つけ出して、山鹿

素行のナショナリズムの特徴を明らかにするものである。 

実際、「山鹿素行のナショナリズム」と言いながらも、必ずしも素行自身がナショナリズ

ムを作ったり、日本のナショナリズムが素行の言説に大いに影響されたりしたというわけ

ではない。ただし、このテキストに見られる素行のナショナリズムから当時の日本人の国

家意識の一側面も読み解けるとすれば、『中朝事実』を検討する価値は十分にあると思われ

る。 

 

1. 2 十七世紀という時代と『中朝事実』の成立 

周知のとおり、十七世紀の東アジアでは、日本での徳川幕府の成立のほか、中国大陸に

おける明の滅亡（1644）と清の成立（1636）・（中国大陸の）統一（1662）という明清王朝

交替が起こっていた。「中華」である明が「夷狄」と見なされてきた清に滅ぼされたという

衝撃的な出来事は、日本ではのちに林鵞峯によって「華夷変態」(14)と名付けられた。この

「華夷変態」は、日本も含めて東アジア諸国における「自他」認識と関連している「華夷」

思想に大きな影響を与え、中国周辺の国々の自立を促した。 

徳川日本（1603-1867）のナショナリズムといえば、「華夷」思想に触れなければならな

い。桂島宣弘（1996）は、徳川日本における「華夷」思想の諸相を十七世紀前半の「明（清）

中華主義」に基づく「自己像」、十七世紀後半から十八世紀前半の「日本型華夷思想」、十

八世紀中葉以降の「日本中華主義」という三つの範疇に整理する。そして、序論でも述べ

たように、山鹿素行（1622-1685）は山崎闇斎（1618-1682）・熊沢蕃山（1619-1691）・浅見

絅斎（1652-1711）と並んで「日本型華夷思想」の代表者である(15)という。「明（清）中華

主義」から「日本型華夷思想」への転換は、述べるまでもなく十七世紀に起きた明清鼎革

から影響を受けている。 

また荒野泰典（2003）によれば、17世紀の対外関係に見られる日本型華夷秩序の実態と

しては、徳川将軍が松前・対馬・長崎・薩摩という「四つの口」を通じて国際関係を掌握

したことが重要である。この「四つの口」それぞれで営まれる対外関係はいずれも徳川将

軍との儀礼的な上下関係（いわば「華」と「夷」との関係）として編成され、そして演出

されていく(16)という。一方、明に取って代わった清に対して、徳川政権は一応対決の姿勢
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を見せながらも、実は対決を回避して(17)、中国を中心としてきた華夷秩序を公式に承認も

否認もせず、つまり清と真正面からぶつかり合うことがないまま、日本型華夷秩序を経営

していった。 

さて、寛文九年（1669）の『中朝事実』の成立は、こうした激動の時代を背景とするも

のである。著者である山鹿素行が別に作った年譜において、李自成の反乱（1642）、北京陥

落・崇禎帝自尽・「韃靼」（清）の北京占拠（1644）、さらに清の中国統一および鄭芝龍が日

本へ加勢を求めたこと（1648）は、簡略ながらも明確に記された(18)。しかも『華夷変態』

の記述と一致している(19)。 

素行は九歳から林羅山（1583-1657）に師事し朱子学を習ってきたが、やがて孔子以後の

中国儒者の書を疑い始め、それらを介せずに直接「周公孔子」という聖人の教えを学ぶべ

きとし、いわゆる古学的立場に立つことになったとされている。そして彼が1665年に著し

た朱子学を批判する『聖教要録』は保科正之（1611-1673）の怒りを買い、1675 年までの

十年間は播磨赤穂に配流されることになってしまった。『中朝事実』はその配流期間に成立

したものである。 

堀勇雄（1959）は素行の思想形成の画期を六つの段階に分けている：①修学時代（寛永

四年～寛永十九年）；②思想的遍歴時代と神儒仏老一致時代（寛永十九年～明暦二年）；③

朱子学中心時代（明暦二年～寛文二年）；④シナ的聖学（寛文二年～寛文六年）；⑤日本的

聖学（寛文六年～延宝三年）⑥象徴的宇宙観（延宝三年～貞享二年）(20)。寛文九年に著さ

れた『中朝事実』はまさしく「日本的聖学」という段階にある。 

この書は「自序」、「皇統」と「附録」三部分からなり、そのうち、「皇統」は「天先、中

國、皇統、神器、神教、神治、神知、聖政、礼儀、賞罰、武徳、祭祀、化功」という 13

の章から構成されている。素行はこの書で日本が「中国」・「中華」たる所以を説いており、

そのナショナリズムの性格がすでに以下のような序文に現れている(21)。 

 

  恒に蒼海の窮りなきを観ては其の大なるを知らず、常に原野の畦りなきに居りては、

其の廣きを識らず。是れ久うして狃るればなり、豈唯海野のみならんや。愚中華文明の

地に生まれ、未だ其の美なるを知らず、専ら外朝の經典を嗜み、嘐嘐として其の人物を

慕ふ、何ぞ其れ心を放てるや、何ぞ其れ志喪へるや、抑も奇を好むか、將た異を尚ぶか。

夫れ中國の水土、萬邦に卓爾として、人物八紘に精秀たり、故に神明の洋洋たる、聖治

の緜緜たる、煥乎たる文物、赫乎たる武德、以て天壤に比すべきなり。今歳冬十有一月、

皇統の實事を編し、兒童をして誦して、其の本を忘れざらしむと爾か云ふ。（自序 1-2

頁）(22) 

 

すなわち、素行は中国を慕う人たちに対して不満を表し、本当の「中国」としての日本

の優れたところを「児童」が誦するほどに広く知らせようとする。中国を「外朝」として
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相対化する一方、日本を「中華文明之土」として自覚する点には、日本が中国を中心とし

てきた従来の華夷秩序から独立した国家であるという素行の意識が反映されている。ただ

し、序文にとどまり、テキストの本文に肉薄しない限り、素行のナショナリズムの正体は

見出しえないであろう。次章から『中朝事実』で展開される素行の議論に迫り、要点をい

くつか取り上げて論じてみよう。 

 

第2節 「中華」の作成 

2. 1 水土から国家の統合へ 

アンダーソンはその名著『想像の共同体』で、原始的な村落より大規模な共同体は想像

によって成り立つもので、それらはその真偽によってではなく、想像されるスタイルによ

って区別される、という示唆に富んだ見解を述べている(23)。 

無論、素行がいう日本こそ「中華文明」であるということは、あくまで彼自身の想像で

あり、その想像だけで日本を事実上の「中国」に変えることなど到底できない。ところが

同時代の山崎闇斎や浅見絅斎などは、少なくとも「日本こそ中国より優れた国である」と

主張する点において素行に共通することから、十七世紀後半から十八世紀前半までの日本

の儒者のなかでは、中国が唱える「明（清）中華主義」とは違う「想像の仕方」が形成さ

れていると言ってよかろう。では、素行の共同体想像はいかなるものかを見て行こう。 

ナショナリズムの思想を検討する際には、差し当たり国境に関する考えが欠けてはなら

ないと思われる。『中朝事実』の場合、素行の国境論が、「水土」を論じることから始まる

と考えられる。「中國章」では、日本の生成が述べられ、その「水土」の起源について以下

のように記されている。 

 

  天神伊弉諾尊・伊弉冉尊に謂て曰く、豊葦原千五百秋瑞穗の地あり、宜く汝往て之を

循すべしと。廼ち天瓊戈を賜ふ。一書に曰く、豊葦原千五百秋の瑞穂國は、大八洲未だ

生らざる以前、已にこの名あり、而して形相なし、強て其の形に字して、天瓊戈と爲す

ものなり。大八洲國は、すなわち瓊戈の成る所、其の中心を號して大日本日高見と曰ふ。

大日本と名づくるものは、大日孁貴の降靈に由る。故にこの名あり。 

  謹みて按ずるに、これ、本朝の水土を謂ふの始なり。初め既にこの稱あり、則ち其の

水土の美議せずしてこれを知るべし。蓋し豊は、庶富の言なり。葦原は草昧の稱なり、

千五百は、眾多の義、秋瑞穗は、百穀盛熟の意なり。天神の靈通ぜざるなし、故に水土

の沃壤、人物の庶富、教化の以て施すべきを知りたまふ。夫れ其の機を知るの謂か。二

神これに從ふ、以て其の功を遂ぐ。其の繋る所全く天神に在り。懿なるかな、本朝開闢

の義、悉く神聖の靈に因る。これ乃ち實に天これを授け人これに與するなり、故に皇統

億兆の系あり、終に天壤と窮りなし。（中國章 9-10頁）(24) 
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 ここで素行は、「豊葦原千五百秋之瑞穂国」という言葉そのものがすでに日本の「水土」

の恵みを表現しているとし、その優れた水土は「天授」、すなわち天神の「賜物」であり、

すべてが天神に繋がっていると述べている。つまり、天神あっての国土とも言えよう。そ

して素行は、日本という国の形についても次のように記している。 

 

  謹みて按ずるに、本朝の地形廣に長く袤に短かし、西上東下皆豐大なり。艮位に背き

て離明に嚮ふ、蜻蛉の臀呫に象る。洋海四方を廻る、唯西方少しく外域の舶を寄すべし、

而して襲來の畏れなし。（中略）其の形戈の如し（後略） （中國章 19-20頁）(25) 

 

 素行が「廣に長く袤に短かし」と日本の地理的形状を描くのは、素行自身が「本朝」‐

日本全体の境界を意識していることを証明したが、「況んや高麗・新羅・百済、皆本朝の藩

臣なるをや」（中國章 13 頁）(26)という表現にも朝鮮を日本の下位に置くと同時に、日本

と朝鮮との間に境界線を画する姿勢が見られるのである。したがって中央政権の統治がい

かに「日本」という限られた場所まで広げられたかが論じられる。 

 

  崇神帝十年七月、群卿を選んで、四方に遣す。同年十月、四道將軍に命じて、戎夷を

平ぐるの狀を以てす。 

  謹みて按ずるに、これ中國四道を分つの始なり。此の時、王化未だ習はず、故に此の

命あり。（中略）謹みて按ずるに、これ中國國境を分ち、諸道を定むるの始めなり。（中

略）凡そ村里は以て縣を統べ、縣は以て郡を統べ、郡は以て國を統べ、國は以て道を統

ぶ、これ一より十に迄び、十より一に帰す。猶ほ身臂を使ひ、臂指を使ひ、一元氣の四

支百骸を周還するがごとし。故に天下の大なる、四海の遠き、王化通ぜざるなく、正朔

受けざるなし。（中國章 23-24頁）(27) 

 

 すなわち中央政権以下は、道―国―郡―県―村里という「一より十に迄び」の形で、行

政が中央から地方まで及ぶ一方、村里―県―郡―国―道―中央というように権力が地方か

ら中央まで収束していく「十より一に帰す」もできるという。 

そもそも江戸時代に「藩」という概念を漢字で表示する場合、ほとんど「国家」という

単語を使い、「藩」という表現は江戸時代の文献に出ることが非常に少ない。藩そのものが

近代国家に近いという考え方もあり、廃藩置県が大きな混乱なく成功したのは中央政府が

各々類似性を持つ藩を一つの統一国家として整備したことが、まさに「十より一に帰す」

のように、それほど難しくはなかったからとも考えられている(28)。すなわち、廃藩置県の

あと、各藩への忠誠が国家と天皇に対する忠誠へと拡大されていった(29)のである。素行自

身が幕府の権力を擁護する立場を取って(30)幕府統治の安定を維持する体制を強調するこ

とそれ自体もすでに、日本全体を一つの国家･ネイションと見る眼差しを含んでいるのであ
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る。 

 しかしもし「国」を藩とすれば、同時に「郡県」が設置されているのは不条理ではない

か、と思われるかもしれない。実際、素行から見れば幕藩体制は勿論郡県制ではないが、

単なる封建制とも言えない。彼にとって理想の統治形態はまさにこのような「封建」と「郡

県」の併存であり、これが実現されたのが徳川時代以降のことであった(31)。 

また、素行の幕府擁護の立場は尊皇論者というイメージとは矛盾するかのように見える

が、素行において両者は決して相容れないわけではない。なぜなら素行は「天命」がすで

に王家（天皇）から武家（将軍）へ改まったとはいえ、君臣上下の義は乱されてはならな

い、むしろ武家が実力を以て朝廷を守り君臣の義を守るべきと考えている(32)。そのため、

武家が実権を握りながらもなお王家を尊ぶ（とされる）徳川政治体制を称賛している。朱

子学が素行の思想に落とした大きな影もここに見られる。 

古代から中世を経て近世初期に至るまで、政治的中心はたしかにいわゆる「天命」とと

もに王家から武家へ移った。素行もそれを肯定的に見るが故に、彼の尊皇論については「君

臣関係の観念的範型というイデオロギー上の意味しか有していない」(33)という見解もある。

これで、素行が大義名分を絶対視すると同時に現実における幕府を中心とする統治を認め

る姿勢は理解されるであろう。いずれにせよ、この文脈において、素行が強調するのは、

政治の中心が王家にあるか武家にあるかより、四方をうまく統合できる政治体制そのもの

であることは注目に値する。 

「一元氣の四支百骸を周還する」というような統治形態は、当時の日本全土を統合する

求心力になると同時に、従来華夷秩序の中心とされてきた中国から離れる遠心力となると

言えよう。そのため、日本内部にも中国とは独立した「中心（中央）」があること、日本の

「中心（中央）」が持つ意味を説明することが要請されている。 

 

2. 2 「中を得る」 

この課題に対して素行は「中」という概念を各々のカテゴリーに当てはめることによっ

て解決を試みている。 

 

  蓋し中には天の中あり、地の中あり、水土人物の中あり、時宜の中あり。故に外朝土

中に服するの說あり、迦維に天地の中なりの言あり、南人も亦天の中を得ると曰ふ。愚

按ずるに、天地の運る所、四時の交はるところ、其の中を得れば、則ち風雨寒暑の會偏

らず、故に水土沃にして人物精なり。これ乃ち中國と稱すべし。萬邦の眾き、ただ本朝

及び外朝其の中を得て、而して本朝神代既に天御中主尊あり、二神國中の柱を建てれば、

則ち本朝の中國たる、天地自然の勢なり。神神相生じ、聖皇連綿として、文物事物の精

秀、實に以て相應ず、これ豈誣ひてこれを稱せんや。（中國章 15-16頁）(34) 
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 前述のように、「天」・「地」・「水土人物」・「時宜」ないし「神」(35)というそれぞれの範

疇には、「中」という区分があると素行は説いている。「中」という概念があればそれに応

じて「中」から外れる、すなわち「中ではない」という概念も必ずある。したがって「中

を得る」るものと「中を得ない」ものという区別が生じ、日本は「中を得」るため、「本朝

の中國たる、天地自然の勢なり。神神相生じ、聖皇連綿として、文物事物の精秀、實に以

て相應ず」とされる。 

 ただ、素行は日本が「萬邦の眾き」において「中を得る」と説くだけではなく、歴史上

の遷都、つまり日本という場でなされた歴史的営為もまた「中を得る」ためになされたこ

とであるという。 

 

  夷狄の害を違るにあらず、盜劫の難を畏るるにあらず（中略）其の都邑を選ぶこと、

其の中に非れば乃ち其の實を得ず、所謂中は、精秀の氣、天地以て位し、四時違はず、

陰陽惟れ中し、寒暑過たず、人民以て止まり、萬物以て聚まる。禮義惟立ち、武德以て

行はれ、而る後に墺區と稱すべく、土中と謂ふべし。本朝は、始めより中柱中國の號あ

り、況んや神武帝中州を制し、墺區に都し、共に皆其の精秀を得るをや、平安城に及び

ては選の極、中の至り、一に神聖國を立つるの道に歸す。故に時序正しくして寒暑過た

ず、土壤膏沃にして、人物文章なり。中州中華の名實相齊しく、建都の制大いに備はる。

（中國章 27-28頁）(36) 

 

 素行によれば、遷都は夷狄の侵害と盗難を配慮した故になされたのではない。そして新

しい都には「精秀の氣、天地以て位し、四時違はず、陰陽惟れ中し、寒暑過たず、人民以

て止まり、萬物以て聚まる。禮義惟立ち、武德以て行はれ」という条件が備わる必要があ

るのである。続いて日本は 初から「中柱中國」と称した上に、都も「中を得」たもので

あるため、「中州中華の名實に相齊ひて」と賛美する。 

 序論で紹介したように、前田勉の研究は『中朝事実』において中国の華夷観念と日本型

華夷観念との交わりを明らかにした。前田の研究では、「中華」である指標を素行が「水土」

のみに求めるのではないし、「礼」のみに求めるわけでもないことが指摘されている。いず

れにせよ、日本の「中を得」ることを繰り返して強調したのは間違いなく素行の水土論の

一つの重要な特色だと言えよう。 

 

2. 3 微妙な国際関係論 

素行のナショナリズムは、中国や朝鮮との関係に関する彼の言説から見て取れると思わ

れる。桂島の考察に従えば、素行らの「日本型華夷思想」は日本の優位性を論ずるもので

あるが、谷秦山らの「日本中華主義」に比較すると、むしろ「明（清）中華主義」を基底

にした思想であると言えよう(37)。それは『中朝事実』における素行の国際関係論にも窺え
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る。素行は日本の水土、皇統、武徳などを絶賛するものの、日本だけが「中を得」るので

はなくて「外朝」中国も「中を得」るのであり、日本が中国より優れたところを持ってい

るとはいえ、日中関係はあくまで対等であるとする。 

しかしその一方、素行は朝鮮を日本より下位にあるとしている。それは、当時の人々の

意識と幕府の外交政策との違いを表す(38)と言ってよい。ところで、ゲルナーの考えに従う

と、ナショナリズムのイデオロギーは広汎な虚偽意識に侵されており、その神話がしばし

ば事実を逆様にしてしまうのであり、しかも人々がナショナリズムに抗いがたいのは、非

日常的な状況に由来し、その状況は現在でも通用しているにもかかわらず、人間と歴史と

の大半にとっては無縁の状況だったからである(39)。 

そもそも、朝鮮が日本より下位にある「根拠」として、素行が持ち出す歴史上の朝鮮か

らの朝貢や神功皇后の「三韓征伐」は、まさにナショナリズムの神話であり、その信憑性

さえ検討の余地があるものの、素行を含めた当時の人々はそれを真実として受け入れて現

実に日本と朝貢関係のない朝鮮を属国と見なしている。この背景には、豊臣秀吉の朝鮮侵

攻と明清鼎革によって従来の華夷秩序が崩壊しているという状況の影響があるのではない

かと考えられる。 

そうであるとすれば、素行は日本、中国、朝鮮という三国の位置づけをどう考えている

のか。 

 

  萬邦の眾き、唯中州及び外朝天地の中を得。故に人物事義大いに異ならず、其の極を

建てて以て聖教を致すこと、殆んど節を合すが如し。（朝鮮亦水土を同うす、然れども朝

鮮は外朝と封域を同うす、ただ其東藩に在るのみなり）（中國章 38頁）(40) 

 

日本と中国はともに「中を得」るが、朝鮮は中国の「東藩」すなわち東の藩屏にすぎな

いと素行は考えており、実際彼は朝鮮を日本の藩屏であると述べたこともある。つまり、

素行が描いている東アジアの国際秩序は、本朝（日本）―外朝（中国）という両中心の構

図であり、朝鮮はこの二つの「中国」の間に挟まれているのである。これは、中国を中心

とする思想史の言説から日本を剥離し、日本の特殊性を見つけ出そうとする動向が、実は

中国中心主義と表裏一体であり、そこで朝鮮が両者の間に挟まれて無視されてしまう(41)、

という説とある意味で一致している。 

ここで、違和感を覚えるのは、素行が朝鮮を低く評する一つ大きな理由として述べたこ

とである。それは下記のようなものである。 

 

朝鮮箕子の命を受けて以後、姓を易ふること四氏、其の國を滅ぼして、或は郡縣と爲

し、或は高氏の滅絶凡そ二世、彼の李氏二十八年の間、王を弑するもの四。況んや其の

先後の亂逆、禽獸の相殘ふに異ならざるをや（皇統章 57頁）(42) 



山鹿素行『中朝事実』に見るナショナリズムの形態〔郭馳洋〕 

45 

 

 

しかし実際には、中国の王朝交替は朝鮮よりはるかに多く、素行自身もその点について

中国を「夫れ外朝姓を易ふること殆んど三十姓、戎狄入つて王たるもの數世。春秋二百四

十餘年。臣子にして其の國君を弑するもの二十又五。況んや其の先後の亂臣賊子、枚舉す

べからざるをや」（皇統章 57頁）(43)と批判している。もし王朝交替の回数を「華」か「夷」

を判断する標準とすれば、中国は決して朝鮮より高く評価されることはなかろう。しかし、

それにもかかわらず、素行においては、日本と中国との関係が一応平等であるのに対して、

日本と朝鮮の間には上下関係が想定される。 

ただ、「万世一系」である日本の皇統（仮にそれが本当だとすれば）だけを見ると、確か

に中国も朝鮮も比べものにならないはずだが、なぜ素行は日本の優位を唱えながらも結局、

中国にも優るものとしての日本の国際地位を主張しなかったのだろうか。 

この点に関しては、さすがの素行も「明（清）中華主義」から完全に脱出することがで

きなかったという解釈も想定される。ただし、素行の著述を検討する中で見過ごすことの

できない点として、素行が日本のよさを説明するに際して、必ず中国を持ち出して日本と

比較することが挙げられる。 

たとえば、「外朝の聖主、宮室を卑うして、儉德を尚ぶ、豈此に過ぎんや」（神治章 129

頁-130 頁）(44)、「外朝の先儒曰く、人を知るの難きは、堯舜も以て病ひとなす。孔子も亦

言を聽き行を觀るの戒めあり、然れば乃ち人を知ること、中外以て重しとなす、宜なるか

な」（神知章 151 頁）(45)などのように、「外朝」中国のことが何度も引き合いに出されて

いる。 

 

2. 4 「参照枠」としての中国 

そもそも『中朝事実』は中国を慕う者に向けて著したと素行が同書の序論で言っている

ことから、中国に対する偏好が当時の言論環境に存在していたことが推測できるであろう。

このような「慕夏」の風潮への抵抗ないし反発として素行はこの書を著したが、その手段

は、むしろ人々の「慕夏」意識を利用して日本の「中国」たる所以を説明するものである。 

それは具体的にどのようなことを指すのだろうか。素行のナショナリズム言説における中

国に関する引用は、大まかに分けて三つの機能を果たしている。第一は「外朝の聖主堯舜、

既に人を知るを以て艱と爲す、其の登用や、必ず咨ひ若ひて以て試む（中略）大臣を敬す

るに非ずや」（神知章 172-173頁）(46)というように、ある事柄について中国も日本と同じ

認識を持っているから、それは決して間違っているわけがないとし、中国を用いて日本の

正当性を強調することである。 

第二は、「凡そ外朝夏に九鼎あり、殷周相傳ふ、秦は卞玉を刻し以て國璽となし、漢は斬

蛇劍を以て傳國の寶と爲す。後世明堂に座して傳國の璽を執り。九鼎を列ぬるを以て天下

の三器となす、中州の神器に比せば、すなわち同日にしてこれを語るべからず」（神器章 64



思想史研究 19〔2014/05〕 

46 

 

頁）(47)というように、ある点においてさすがの中国も日本に及ばないとして日本人に自信

を与えることである。 

そして第三は、「夫れ外朝姓を易ふること殆んど三十姓、戎狄入つて王たるもの數世。春

秋二百四十餘年。臣子にして其の國君を弑するもの二十又五。況んや其の先後の亂臣賊子、

枚舉すべからざるをや」（皇統章 57 頁）というように、中国が完全に日本に負けている

ところを挙げて、日本人としての優越感を喚起することである。この三つの機能によって

中国より優れていた「中華」日本が成立するという結論が導き出される。ただ、上述のよ

うな引用が機能する前提として、当時の人々の「慕夏」意識が不可欠であろう。 

もっとも、素行からすれば、日本にとって中国はむしろ乗り越えなければならない対象

である。日本は中国の「中華」としての要素をすべて備えている上に、さらに中国より優

れているところを持っているが故に正真正銘の「中華」である。上述のような素行の論説

において、実は中国を「中華」として認める点が暗々裡に含まれており、理想の中国が日

本と重ねられ、より完璧な、新しい「中国」（すなわち日本）が創出される。 

従って、「野蛮」な「夷」との比較はあまりにも説得力が低いから、この想像･創造を当

時の人に納得させるために中国もまず「華」であり、日本と対等でなければならない。仮

に中国も一つの「夷」に過ぎないとされてしまえば、日本以外の国は日本に比べるとすべ

て下位にあって「中国」としての日本の「藩屏」･属国となり、もはや独立している国家で

はない。こうなると、日本にとって、周囲が全部日本を中心とする「夷」となるため、比

べられる他者、つまり比較できる対象すらなくなってしまう。 

黒住真（2006）は日本儒教の非中心性を論ずるに際して、近世日本における儒教＝宋学

のもつ「参照枠」という性格を釈明する上で、参照枠としての儒教はその非中心性の故に、

それをめぐる思想の豊富化と増殖が進んでいったという(48)。その参照枠という性格と非中

心性は、山鹿素行における「中国」についても言えるのではないかと考えられる。 

 

  凡そ外朝三皇・五帝・禹・湯・文・武・周公・孔子の大聖も、亦中州往古の神聖と其

の揆一なり。（神教章 96頁）(49) 

 

このように、『中朝事実』で持ち出される「外朝」（中国）はまさに参照枠としての役割

を果たしており、そこにおける「中華」日本のありようの母胎あるいは土台ともなる（素

行自身は母胎だと意識的に認めようとしないだろうが）。素行が描く実際の中国より優れた

「中華」は、「外朝」の枠組みの受肉を基にする増殖の産物とも言えよう。 

本来、当時の文脈において「中国」（あるいは「中華」）というシニフィアン（表現する

言語）は、①世界中でもっとも理想的な国のあり方と②大陸の東部に実際に存在するあの

国、という二つのシニフィエ（表現する内容）を同時に意味していると思われる。つまり

①と②はもともと同一のものであったが、素行が②を①から強引に剝離したのである。 
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言い換えれば、彼は実体としての中国の「中国」という名・シニフィアンを奪い、それ

を日本に冠する、いわばシニフィエ②を入れ替えることによって新しいシーニュ（記号）

を作り上げた。従ってこの新しいシーニュにおいて、シニフィアンとしての「中国」は①

世界中でもっとも理想的な国のあり方と②実際に存在する日本、という二つの意味を表し

ている。素行が夢見たのはまさにこうしたことである。 

しかし、名を失ったシニフィエとしての中国は「外朝」として無意識の闇からしばしば

跳ね返る。日本こそ「中国」であると主張しながらも、その証左をまさに中国の事例の援

用に頼らなければならないということは、こういうジレンマを暴くのではないであろうか。

当時の人々の意識と現実の外交政策との間にズレがあるのも、現実の「明･中華」が滅びた

とはいえ、潜在意識における「中国･中華」はまだ消えていないことを裏付けている。素行

は、朝鮮を見下す理由を王朝交代や皇統断絶としたが、同じ理由で中国を徹底的に見下す

――その衝動は見られるが――ことがなかったこともこのように理解されるであろう。 

 

2. 5 「皇統一系」を支える「神聖なる知徳」 

素行が「皇統一系」をいかに解釈するかについて、前田氏は、「皇統の一系性は、外国に

侵略されなかった事実を証明しているがゆえに価値があるのであって、存続すること自体

に価値があるのではないという点が重要である。日本は『水土』の要害があるために、そ

して、『武威』を重んじているために、外国からの侵略を受けず、皇統が連続してきた。」

と論じた(50)。「皇統一系」の原因を侵略されなかったことにして、そして侵略されなかっ

た原因を「水土」とそれに基づく「武威」とするように、彼は「皇統一系」の可能性を「水

土」論に還元してしまうが、果たしてこの論理は成り立つのであろうか。 

まず「皇統一系」の反面である皇統の断絶が何を意味するかを考えておこう。皇統の断

絶はすなわち王朝の交代と相等しいが、一般に、皇室の易姓が起こる場合に王朝交代が発

生すると考えられている。つまり、ある皇室が皇室でなくなるとき、その皇統が断絶する

とされる。無論、中国の歴史を見ると、異民族の侵入によって皇統が断絶したケースはし

ばしば見られる。例えばモンゴルに滅ぼされた南宋王朝や清に滅ぼされた明王朝、いずれ

も異民族の侵攻によって皇統が絶えてしまった。しかし一方、臣下による反逆が皇統を危

うくする点も無視できない。例えば、劉邦が秦を滅ぼしたり王莽が前漢を簒奪したりとい

った事実は、異民族のみならず、王朝内部における臣民の反乱も皇統断絶の可能性をもた

らすことを証明している。 

素行が皇統の一系性を論じる際にも、臣下による弑逆と異民族からの外患に触れている。 

 

唯中國は開闢より人皇に至るまで、二百萬歳に垂んとして、人皇より今日に至るまで

二千三百歳を過ぐ。而して天神の皇統竟に違はず、其の間弑逆の亂指を屈してこれを數

ふべからず、況んや外國の賊、竟に吾が邊藩を窺ふを得ざるをや（中略）而して猶ほ王



思想史研究 19〔2014/05〕 

48 

 

室を貴び、君臣の儀を存す、これ天神人皇の知德縣象著明、世を没するまで忘れるべか

らざれば也。（中略）凡そ八紘の大なる、外國の泛き、中州に如くはなし。皇綱の化、文

武の功。其の至德豈大ならずや。（皇統章 57-59頁）(51) 

 

素行は、日本が開闢以来現在に至る二百万二千三百年の間に、皇統に弑逆と外患による

断絶はないとし、そして「天神人皇之知徳」がある故に、皇室が貴ばれ君臣の儀礼が保存

されているという。従って皇統一系が保たれたのは、外国に侵略されなかったからだけで

はなく、天神と人皇の「知徳」も大きく機能していたと素行は考える。ちなみに彼が天神

の「知徳」が万世の規範であると明言するのもこの考えに基づいている(52)。そのため、皇

統の一系性は、前田の言う「外国に侵略されなかった事実を証明しているがゆえに価値が

ある」のではなく、それと同時に、「天神人皇」という統治者の知徳をも証明している。 

以上のことから日本が外国に侵略されなかったのは「水土」が優れていたからだとすれ

ば、日本の「水土」も本来天神から授けられたものであるため、「水土」より根本的なもの、

すなわち天神から断絶することなく受け継がれてきた神聖なる「知徳」の存在がここから

読み取れるものと思われる。 

ここで、一つ留意したいことは、日本の「皇統一系」の真偽は別としても、天皇は必ず

しも古代から不変の至高無上の君主であったわけではないということである。小島毅によ

れば、「天皇と将軍」という図式は水戸学派によって作り上げられたものであり、実際のと

ころ、中世の将軍も天皇と同じく王権を握っており、日本の「王」に相当していたのであ

る(53)。にもかかわらず、素行にとって、皇室が実権を有するかどうかはもはや第一義的問

題ではなく、皇室の「易姓」を起こさせない「天神の知徳」こそ肝要であると考えられる。 

さて、本節のこれまでの内容をあらためて整理してみよう。要するに、前田の解釈は、

素行の説が日本の「皇統連綿」の理由を「水土」に恵まれていたことに求めようとする、

という指摘である。確かに、外国に侵略されなかった点から、「水土の恵み」は裏付けられ

る。しかし、その恵みをたんに「海に囲まれる自然の要害」という地理的な要因に還元し

てしまう解釈は不十分であろう。なぜなら単に地理的優越性のみでは、日本内部に「易姓

革命」が起こらなかったことを説明できないからである（例えば、同じ島国であるイギリ

スには、1649 年に内戦で負けたチャールズ1世が処刑され、国王不在の時期があった）。

素行によれば、日本の水土は、もともと「天神によって授けられた」ものであり、その根

底には、断絶することなく受け継がれてきた天神の神聖なる「知徳」の存在があり、これ

が彼の「皇統一系」論、ないしナショナリズムを支えていると考えられる。故に前田の解

釈は、「皇統一系」と天神の働きとの関係の釈明が欠落する点でやや不十分だと言える。 

この天神の働きに関しては、玉懸博之の洞察が正鵠を射たものとして評価できる(54)。氏

によれば、素行は神代を後代の歴史の基本相を決定づけるもの――「歴史の根元」として

現在までも存続していると考える(55)。そして素行にとって神代は、根元的神々の意志によ
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って日本という国が「中国」として生成し「さらには、臣下の天皇輔佐の拠り所が、唐国

などの外国の文物を借りることなしに、儒教の聖人の道と同一の姿で、定め立てられた時

期」である(56)。つまり「根元的神々＝皇祖神たちが歴史的世界のまさに主要な要素として

存在しつつ、君主（天皇）をはじめとする人々に、決定的に重要な働きを及ぼしている」
(57)。 

さらに根元的神々・皇祖神の背後には、「宇宙万物の究極的存在である天・天地が、超時

間的・超空間的な規模・広がりで――国々の別を超えて、その妙なる働きをなして全世界

を本来の世界たらしめる」(58)と玉懸は述べている（ちなみに天地を究極的な存在とする観

点は『聖教要録』にも見られる(59)）。 

玉懸のこの考察は、「根元的神々」の決定的な働きに重きを置く点で、前で述べた、「皇

統一系」を支える根本的なものは「水土」より「天神の知徳」だ、という考えと一致して

いる。ただし、分析対象は素行の歴史思想である以上、素行の日本史をどう考えるか（神

代観・人代観）だけでなく、中国・朝鮮の歴史や日中・日朝関係に対する見方も、彼の歴

史思想を構成するものであろう。玉懸の考察にはそれが欠落していると思われる。これま

で見てきたように、素行の日本神代観・人代観は、実はつねに彼の中国観と関連している。

例えば「皇統一系」も中国との比較によって際立つものとして語られ、天神の働きについ

ても中国の聖人と共通している普遍的な価値がそこに置かれている（「凡そ外朝三皇・五

帝・禹・湯・文・武・周公・孔子の大聖も、亦中州往古の神聖と其の揆一なり」）。 

なお、永安正幸も同じく素行における天地に聖なるものとしての性格を見出し、日本の

「中国」たる理由を以下の五条に整理する。①国家が神聖なる天地の道から生まれている

こと；②その聖なる道と徳を代々、天皇という存在が担っていること；③それが連綿と続

いていること；④国土水土が豊かであり、快適な暮らしを支える条件を備えていること；

⑤国家の組織構成が聖人の理想に近いものにできあがり、運営されていること。(60) 

 この整理においては、後世の歴史を規定する神々の働きが言及されていない。これまで

なされてきた検討によれば、上述の理由②～⑤いずれも神々の働きに収束されると考えら

れる。言い換えれば、素行において「根元的神々の意志や計らい」こそ日本を「中国」た

らしめる第一義的原因であり、国土も水土も「万世一系」も全て天地の妙なる働きに由来

するものである。 

 

第3節 自己完結性の語り 

3. 1 素行による自己完結 

ここまで取りあげた『中朝事実』における論説の内容から、山鹿素行が絶えずナショナ

リズムを強調していることがわかる。それをより抽出するために、次の叙述を見てゆこう。 

 

謹みて按ずるに二神守るべきの境を定むるの後、鴻蒙草昧にして、封疆未だ分れず（中
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略）帝、識性聰敏、尤も雄謀あり、故に大いに四方を開き、以て邊要を規り、下に逸民

なく、教化流行し、終に蒼生の課役を正し、船舶の運轉を利す、天下大いに平かなり。

（中國章 33-34頁）(61) 

 

日本の国境は古くからすでに二神によって定められたが、神武天皇が引き続き、「神授」

の国土を「中州」から四方へと開拓して辺境を確立したという。ただし、ここでいう「開

拓」とは無限に続くものではなく、一定の境界が設けられたものである。 

 

  邊要は天下の藩屏なり。四邊は唯、陸奧、出羽、佐渡、對馬、多褹を以て邊要の國と

なし、太宰府・鎮守府を以て藩鎮の例となす。鎮西府は、異域の襲來に備へ、鎮守府は、

蝦夷の跋扈を征す。異域は竟に邊境を侵すことを得ず。（中國章 36頁）(62) 

 

このように日本は「陸奥」、「出羽」、「佐渡」、「対馬」、「多褹」を守備すべき辺境とし、

「異域」はそこに侵入することはできないという。つまり「辺要」はいずれも本州島の沿

海部にあり、その対岸はもう「蝦夷」か「異域」であり、日本における「天下」とは、あ

くまで列島全土に限られたものである。そもそも日本という島国は、天神の命に従ったイ

ザナギ・イザナミが「国作り」と「神生み」を通して元来混沌たる世界にある限定を与え

て整序してから成り立ったものであるため(63)、この国の地理も秩序も、つまるところ、イ

ザナギ・イザナミに賦与された天神の「知徳」に繋がっていると言えよう。 

第二章の第一節で引いたように、「天下」とは、天神がイザナギ･イザナミのために賦与

した「豊葦原千五百秋瑞穗之地」（すなわち太初の頃より作物がよく実る豊饒の国）であっ

て、かつまた皇室の「天壌無窮」も「天神の知徳」によるものであると素行は論じている。

この論述において、大陸から稲作が転入したことがすでに否定されている。 

また、日本が中国から伝わった文物を利用しているため、日本より中国の方が優れてい

るのではないかという疑問に対しては、素行は次のように述べている。 

 

  凡そ外朝三皇・五帝・禹・湯・文・武・周公・孔子の大聖も、亦中州往古の神聖と其

の揆一なり。故に其の書を讀むときは則ち其の義通じて、間隔する所なし（中略）中國

廣く外朝の典籍に通じ、聖賢の言行を知る、これ乃ち住吉大神の賚なり。或は疑ふ、外

朝は我に通ぜずして而も文物明かなり、我は外朝に因て其の用を廣くすれば、則ち外朝

我に優ると。愚按ずるに、否、開闢より、神聖の德行、明教兼ね備はらざるなし、漢籍

を知らずと雖も、亦更に一介の闕くるなし。（神教章 96-97頁）(64) 

 

素行によれば、日本は開闢のときから神聖なる徳行と教化を備えているので、漢籍を知

らないとしてもまったく差し支えないようである。これについて、さきに取りあげた前田
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も、素行が「始」と「義」というキーワードを用いて日本が中国とは独立した場所で文明

国として生まれ、その文明が中国の文明とは関わりなく存在していることを説明する、と

指摘している。 

さて、本節のここまでの議論は、素行が日本に求めていたり、持たせようとしていたり

する性格を見つけ出す試みであった。以上の考察から、鶴見俊輔（1991）の提起した「自

己完結性」が、その性格に当たるのではないかと考えられる。 

これは鶴見が『戦時期日本の精神史―1931～1945年』(65)で用いた言葉であり、具体的には

次のような規定である。 

 

  （日本の）周りが海に取り囲まれているということは、自分たちの民族としてのまと

まりがそのために努力をすることなしに、自然からの贈物として受けとられるというこ

とです。ここにいる人々が同じ言語を話し、同種の身振りの記号体系によって結び付け

られているということは、この島々に住む人々が全部遠い親戚であるかのような感じを

もたせます（中略）その鎖国令は、それまでにすでにあった日本人の自己完結性をその

後の二〇〇年間にさらに強めるという働きをしました（中略）それは今日も日本民族の

主要な特徴の一つとして残っています(66)。 

 

つまり、地理的制限によって他の地域と隔てられ、政治の境界が島の海岸線まで広がっ

ている、島の人々が一つの民族へ同化することに対する抵抗が弱く、反対に一つの民族と

してまとまろうとする傾向が強いので、そのまとまりにおける一体感が無意識のうちに働

いているというようなものである。 

もちろん、日本人でありさえすれば誰もが自己完結性を持ち自己完結を望むというよう

な、いわゆる日本特殊論を持ち出すつもりはないが、20世紀前半の日本で起こった「転向」

など、一連の出来事に対する痛切な反省を踏まえてこの著作を書いた鶴見の洞察は、ある

意味で本質を突くものであると思われる。「ここにいる人々が同じ言語を話し、同種の身振

りの記号体系によって結び付けられているということは、この島々に住む人々が全部遠い

親戚であるかのような感じを持たせます」と彼が言うように、何よりも重要であるのは、

そのような「感じ」であり、自らまとまると信じたい気持ちである――たとえ島々の人々

の共有している言葉の中に、外部（中国）から伝わってきた漢字が隅々まで浸透している

という過程があるとしても。 

日本はもともと「豊葦原千五百秋瑞穗之地」という豊饒の地にあり、その国境も神代か

ら定められており、なおかつ中国に通ぜずとも徳行や教化が先んじて備わっているため、

独立国家が必要とする要件が何一つも欠けていないという素行の言説は、まさに日本の自

己完結性を物語っている。彼は『中朝事実』を通して日本という国家の自己完結性を力説

し、広く訴えようとする。素行は鶴見より約三百年先んじて日本の自己完結性を認識して
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いたにもかかわらず、それを超克すべき対象とはせず、むしろ意図的に手を加えたり拡大

解釈したりすることによって、日本の独立性と固有の完結性を強調している。言い換えれ

ば、鶴見が消極的な側面から自己完結性を否定的に捉えるのに対し、素行は逆にそれを積

極的に抱擁するのである。このように態度が分かれることは、二人がそれぞれの時代に抱

えた問題意識の様相の異なりを表している（鶴見は戦時中において、境界の内側にしか視

線を向けない他者を批判しており、素行は近世初頭において、異国を慕う他者に不満を覚

えている）。 

明の滅亡という出来事は、日本にとって従来外部にあった文明の中心がなくなり、これ

からは「中華」の存在しない世界となることを意味しているとすれば、素行の『中朝事実』

はそのような現実に対応するため、作られるべくして作られた自己完結性の産物であると

同時に、それ自体が新しい様相を呈する自己完結の物語を再生産するものであるともいえ

よう。その言説は、元来「中華」でなかった日本を「中華」として補完し、自らまとまる

傾向を備えたこの国に更なる完結性を与えたからである。 

 

3. 2 外来文化受容の二重構造 

自己完結とは、自らの存在だけで一つのまとまったものになるということであると先に

述べたが、実はこの概念は同時に、一種の排他性を含んでいる。日本の場合で言えば、世

界のより進んでいる、普遍的な文化に対して劣等感や不安を抱き、外来文化という他者へ

の恐怖心が生じ、強勢の他者が自分の主体性を脅かすのを恐れているため、他者を拒絶す

る意識が生まれてくる。それが日本文化における排他性にもつながっているのではないだ

ろうか。 

しかしながら、海に囲まれたことが日本に自己完結性を与える一方で、異文化に対する

好奇心及びそれを吸収しようとする衝動ももたらした。古代から近代にかけて、中国や西

洋に学ぼうとする風潮はまさにその衝動を裏付けているようである。このような、他者を

拒絶したり卑下したりすることには自己完結性が働いているにもかかわらず、積極的に外

来文化を学ぼうとする衝動が出てくるのは何故だろうか。 

ところが、よく考えればこの矛盾はありえないことではない。丸山真男（1961）は、日

本における外来思想の摂取と継承は、無構造であり、新しい思想が過去の思想との対決な

しに次々に受け入れられ、またこれらの輸入されたものが一つの体系としてではなく、バ

ラバラの状態で受け入れられ、その間には歴史的繋がりを失い、ただ「平和的」に共存し

ている(67)と述べている。 

丸山の指摘は、上に提起した矛盾に対する一つの解釈になりうると考えられる。つまり、

西洋に対して劣等感を持ち、西洋文化を学ばなければならないと痛感しながら積極的に西

洋の思想を吸収する一方で、西洋文化が自分の主体性（ここの「主体性」は個人の主体性

でなく集団の主体性を指す）を脅かすことを恐れて、「日本」というまとまりの主体性が破
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壊されないために、様々な外来思想を日本における存在意義を問わずに全て均質化する傾

向があるということである。換言すれば、外来思想を夥しく取り入れたが、これらの思想

のいずれも心の奥底に根強く定着することがなく「枢軸」をなすこともできず、その根底

は脆弱なものであり、新しいものが入ればすぐに後退したり取替えられたりしてしまう可

能性が高い。 

しかしながら、このような二重構造によってこそ、他者を排除しようとする意識と異文

化を吸収しようとする衝動が拮抗しながら、微妙なバランスを維持していると考えられる。 

この構造の由来は日本が海に囲まれた島国であること、いわば黒住の指摘する空間性の

問題と関連している。黒住によれば、島国としての日本は大陸文明の力を不断に受け入れ

る吹きだまり（終結点）ではあるが、その一方で大陸と一定の距離を保つため、外来文化

の圧倒的な力を緩和できる自足的な空間をもち続けて、受容しつつあった諸種の文化要素

を相互関係のうちに緩慢に選択・融合するようになる(68)、という議論は要点を押さえたも

のと考えられる。 

要するに自己完結性とはいうものの、実際には外部のものを全く受け入れないわけでは

なく、他者が浸透していたり受容したりしているものであれば、その影響を低く評価し他

者の必要性を否定しようとする傾向を帯びたものである。 

ところで、素行の言説を見る限り、このような自己完結性の語りは、理論上はあくまで

挫折したと言わざるを得ない。 

第二章で述べたように、山鹿素行は日本こそ中国より優れた「中華」であると説きなが

らも、なお中国の事例を頻繁に援用している。同様に、日本は中国の影響なしでも素晴ら

しい国としてあり得ると自己完結性を主張するに際して、自らの論証を支えるために中国

の事例を証左として引用しているだけでなく、日本の天神の所為は中国の聖人の道と一致

しているとまで言うようになった。これは、何を論じるかと、どのように論じるかと、論

証の内容自体（自己完結性）と論証の仕方・スタイル（中国への言及）との齟齬を鮮明に

浮き彫りにする過程である。素行の語りは、日本の自己完結性を求めていると同時に、自

己完結性を拒んだり解体させたりするものであると言うこともできよう。 

以上、日本が外来文化を受け入れる際に見られる矛盾をめぐる考察は、本稿の主題から

少々ずれていると思われるかもしれないが、実際のところ、『中朝事実』における素行の論

説には、このように二律背反した構造が含まれている。素行は専ら中国のものを好む人た

ちを「喪志」、「尚異」と鼻持ちならないと考えているが、それでも中国の長所を取るべき

だと説いている。 

 

  幸に外朝の事に通じ、其の長ずる所を取つて、以て王化を輔く、亦寬容ならずや。何

ぞただ外朝のみならんや、凡そ天下の間、詳に知り幷に畜へ、短を校べ長を考へ、用を

待ちて遺すことなく、事に從ひ是れ適は量の大なるなり。内外相持ち、人物以て成る、
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短を護り外を拒ぐがごときは、君子の爲すにあらずや、況んや外朝と我と其の致を一に

す（後略） （神教章 97-98頁）(69) 

 

中国文化を輸入することは、逆説的に日本文化の寛容性を表明するという。かつまた中

国だけでなく、「天下」における、自分のためになるものを拒まずにすべて取り入れるべき

であると主張する。この点を考えれば、永安の言う「徳川鎖国体制を支えた思想」(70)とい

う規定には検討の余地があると思われる。このような中国文化に対する態度は、後に日本

が西洋文明を受け入れる際の精神的規範を作り上げたもののようである。山鹿流兵学を家

学として教わった吉田松陰（1830-1859）が西洋の技術と中国の聖人の著書を利用する一方

で、日本の国体を忘れてはいけない、と戒めることも、上述の素行の思想と同工異曲であ

ろう(71)。 

それだけでなく、素行、松陰の武士的性格(72)も大きく関わっている。戦闘者としての実

用主義と反応の敏捷さにより、外来文化をこだわりなく摂取することは、西洋文明を積極

的に取り入れようとした幕末の開国志士にも見られたものでもある(73)。 

ただし、素行の実用主義は、ただの武士としての気概に止まるものではない。徳川幕府

の統治が確立されるにつれて、武士たちにとって戎馬倥偬の戦争時期もいよいよ幕切れに

なった。戦時の武士道と異なり、素行によって提唱された武士道（士道）は、人倫日用を

重視するもので、戦争のない平和な時代に適うものとされている。つまり素行の武士道は、

新しい時代に現れた現実的な問題に即した、社会秩序維持のための「聖人の道」に基づく

武士道であり、政治的に幕藩体制の安定化に役立つものであると考えられる(74)。 

このような実用主義の根拠は、恐らく、「已むを得ざる」という「誠」を以て絶えず変わ

りつつある「時」の現実に従うことこそ「聖人の道」である(75)、という素行の見解にある

と思われる。天地の変化、時代の推移は「已むを得ざる」ものであり、「誠」である。した

がってその変化に従うことも「已むを得ざる」ものであり、それはまさに「至誠」である
(76)。このようにして、「時」に従うという実用主義的な発想は聖人の道と結び付けられた

のである。 

 

3. 3 漢字や書物の矮小化 

さて、日本にとって重要な文化的輸入品の一つである漢字について、素行は次のように

述べている。 

 

謹みて按ずるに、これ中國外國經典を學ぶの始なり。學者己れを脩め人を治むるを以

て本となす。己れを脩め人を治むるの道、人情事物に通ぜざれば、すなわち其の誠を得

ず、夫れ天神の生知通ぜざるはなし、天祖の明教盡さざるはなし。（中略）中州神聖の學

原、往古に著明にして、萬世以てこれに法るに足る。仲哀帝に及んで、住吉大神、有寶
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國を賜ふ。神功帝親しく三韓を征し、三韓面縛して服從し、武德を外國に耀かす。これ

より三韓毎年朝聘し、獻貢、船楫を乾かさず、故に外國の諸器及び經典具はらざるはな

し。百濟王は懇欵の餘り、博士女工等を貢す、此に於て中州始めて漢字を知る。（神教章 

95-96頁）(77) 

 

百済（馬韓にあった伯済国の後身）が「博士女工」を貢いでから、日本は始めて漢字を

知ったといわれている。つまり漢字が中国及び朝鮮を経て日本に流入されたことを認めな

がらも、それは日本にもたらされた貢物の一種に過ぎないと素行が考えているのは明白で

ある。 

一般に、日本に漢字をもたらしたのは百済の王仁博士であったとされている。このこと

について、素行はこう述べている。 

 

  或は疑ふ、王仁は徳高く且つ毛詩を善くす。故に難波津の詠を爲し、遂に以て仁徳帝

の聖を成すと。愚按ずるに、否、王仁は漢籍に通ずるの博士なり、此の時人未だ漢字に

通せず、故に端を彼に造るのみ。後阿知使主と王仁とをして官物の出納を記さしむ（古

語拾遺に見ゆ）。則ち其の職掌知るべきなり。難波帝は、謙徳寛仁の明主にして、野に遺

賢なく、朝に謬擧なし。古今以て聖帝と爲す。王仁の才徳は國史に著はれず、食禄は唯

文首たり、則ち耻づべきの至りなり。（神教章 98-99頁）(78) 

 

つまり、素行もこの事実を認めているが、王仁の才徳を高く評価していはいない。文明

の伝承を担うべきものである漢字が、それを日本にもたらした王仁とともに、このように

して矮小化されてしまった。 

さらに「夫れ博識を以てせば、則ち華夷の書を盡くすも、未だ多しと爲すべからず、能

く其の道に通ずれば、則ち一言以て少と爲すべからず」（神教章 102頁）(79)、すなわち「博

識」となるならば、国内外の書物を読み尽くしたとしても「多」とはなり得ず、「道」を理

解できるならば、一言だけでも「少」とすることはできないと述べている。 

素行の上の一文は、厳密な意味での対句とは言えないけれども、巧妙な修辞法によって

「華夷之書」と「一言」という全く次元の異なるものを比較できるもののように見せかけ

ている。そこでは漢字で書かれた膨大な書物が「華夷之書」として簡略にまとめられ、意

図的に一言で表せる「道」と並べられて論じられた。しかも「道」を知ることが「書」を

読みつくすことより有意義であるという観点もこの文には織り込まれている。そもそも書

というものは、政治、歴史、文学、芸術、軍事など数え切れない様々な分野を内包してお

り、同じ読書と言っても実際に読む本の属す分野によって、読者の読み取る知識が異なっ

てくる筈である。しかし、素行の言語的操作によって、漢字を通して表象された多様な外

来文化は、「華夷之書」というただ一つの単語で均質化されてしまい、結局「道」を知るこ
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との下位互換の概念に成り果ててしまったようである。 

そもそも、素行の論述において、中国から伝わってきた書物と読書の意義を低く評価す

る発言は異例ではない。先に引用した『中朝事実』の「或は疑ふ、外朝は我に通ぜずして

而も文物明かなり、我は外朝に因て其の用を廣くすれば、則ち外朝我に優ると。愚按ずる

に、否、開闢より、神聖の德行、明教兼ね備はらざるなし、漢籍を知らずと雖も、亦更に

一介の闕くるなし」（神教章 97頁）(80)のほか、『聖教要録』においても「書を読むを以て

学とすれば、則ち玩物喪志の徒なり」、「書を読むの法、記誦博識を専らとするは、乃ち小

人の学なり」と述べられているように(81)、ただ博識を目指して読書することが「小人の学」

であると批判している。正しい読書とは、「聖人の言を本として、直に解すべし」(82)とす

る。 

それならば、聖人の「道」とは何であるかについて、「道は日用共に由り当に行なふべき

所、条理あるの名なり（中略）古今に通じ上下に亙り、以て由り行なふべし」、「聖人の道

は中庸に在り」とし(83)、さらに「中庸」の意味に関しては「中は倚らずして節に中るの名

なり」、「庸は平日日用の謂なり」と述べている(84)。つまり「道」とは「日用」という現実

の生活場面に通用すべきものである。したがって漢字で書かれた外来の書物はもし日本の

現実に即して通用することができないのであれば意味はないという論理も含まれたものと

考えられる。これはまた前述の実用主義にもつながるであろう。 

ちなみに、素行の考え方は、漢字の日本における必要性を否認するという点において、

約百年後に国学を集大成する本居宣長（1730-1801）と古学派の市川鶴鳴（1740-1795）と

の間に行われた論争(85)に見られる宣長の意見と、共通したものがあると考えられる。中国

文化や中国的思惟を指す「漢意」を日本文化から排除しようとした国学者宣長と、日本を

中華文化の本場「中国」たらしめようとした儒学者素行とは、一見両者のベクトルは真逆

のように思われるが、心の奥底から湧いてくるナショナリズムは両者の根底に共通して流

れているものである。素行から宣長へ、文化論において深い断絶がある一方、このような

連続性があることも否めないであろう。 

 

3. 4 文字と共同体 

文字の役割に関して、アンダーソンは、中国語やラテン語、アラビア語という「聖なる」

言語を媒介として、古代の偉大な共同体（例えば、中国を中心とした東アジアの儒教・漢

字文化圏）は自らを世界の中心と想定しているので、ラテン文語、アラビア文語、あるい

は中国文語は理論的には限りなく拡張できるという(86)。ただ、日本の場合は、漢字が転入

した時点で、西にある朝鮮及び中国ではすでに漢字が使われており、東の方は大陸のない

渺茫たる太平洋であるが故に、この島国はまさに前節で言及した「吹きだまり・終結点」

であり、漢字の普及も列島本土に限られたものであった。しかし逆説的には、漢字を駆使

していた日本の統治者は、表意性の強いこの文字を用いてその勢力を日本列島の地理的限



山鹿素行『中朝事実』に見るナショナリズムの形態〔郭馳洋〕 

57 

 

界まで拡張していったとも言えよう。漢字は表意性が強いため、異なる方言を話す各地の

人々であってもそれを用いれば共同の感覚が得られたわけである。意味伝達の側面におい

て、漢字は日本を一つの共同体（「中華」たる日本）として成り立たせる一助になるとも言

える。それ故、皮肉なことに、「漢籍を知らずと雖も、亦更に一介の闕くるなし」と述べた

ように漢字で書かれた書物を知らなくても「道」さえわかれば十分だ、というのではなく、

漢字の使用が導入されたからこそ、素行の言論は人に知られ(87)、「兒童をして誦」するこ

とが可能になったのであろう。 

アンダーソンは、ナショナリズムの起源を三つの文化概念の減衰に見出す。 

 

ⅰ．特定の手写本（聖典）だけが真理の不可分な一部であるということよって、存在論的

真理に近づく特権的手段を提供するという概念； 

ⅱ．社会が高くそびえた中央の下で、その周囲に自然に組織されたものが信仰であるとい

う概念； 

ⅲ．宇宙論と歴史とは区別不能で、世界と人の起源は本質的に同一であるという概念。  

 

彼によればこの三つの概念は、人間の生を物の本性そのもののなかに植えつけ、存在の

日常性を意味づけて、そこからの救済案を提供するものである 。ところが、これまで見て

きたように、古典的共同体のイデオロギーをなす儒学＝宋学を参照枠としながら自分の思

想を展開する山鹿素行には、ⅱとⅲの弱体化はまったく見えない。聖なる天地の已むこと

を得ざる至誠に基づく天神の知徳が皇統一系や国家の独立を保証し、神代が人代と連続し

歴史全体の基本相を決める、と主張する素行の言説はむしろⅱとⅲの強調をよく表してい

る。 

問題はⅰである。確かに素行は聖人の言＝周公孔子の書を読むことを勧めていたが、彼

が 後に辿り着いたのは、日本の天神の知徳を聖人の道と同一視すること、いわば疑似儒

教共同体を唱えることだが、この共同体の中心に据えられたものが「中国」としての日本

であるので、結局はこれと連動してⅱとⅲがナショナリズムを促す概念として転用された。 

また、聖人の道＝神聖なる天地の道ということが、「多言に渉らず（中略）一言にして尽

くすべ」きものでありながら、かつまた「百姓日に用ひて知らず」と述べられていること

にも注意されたい。つまり、読書の意義は限られているもので、道＝真理は多言を要しな

い、すでに日用で実践されているという。このような、日本の既成現実・現行制度への肯

定 と、外国（中国）の聖典より自国の実情を重視する見解とは、古典的共同体＝中華の権

威を相対化するものであると言えよう。 

 

おわりに 

これまで『中朝事実』における山鹿素行のナショナリズムを明らかにしてきたが、 後
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に本稿における議論を簡単にまとめたいと思う。 

山鹿素行の『中朝事実』（1669）は、17 世紀の明清交替という時代背景のもとで成立し

たものである。文明の中心とされてきた「明･中華」の滅亡という「華夷変態」に直面した

日本では、「中華」を自国に求める動きが生じた。 

それではこの『中朝事実』から何が見えてくるか。まず素行はこの著書で日本のことを

「中華」と称し、本当の中国を「外朝」と呼ぶ。彼は「中を得」るという論理を通じて、

すべての次元において「中を得」ている日本は中国から独立した一つの中心であり、世界

中で も優れた「中華」であると主張する。そして島国の境界線を強く意識する上で、日

本を「中央―道―国―郡―県―村里」という形で統合された一つのネイションであると説

く。 

しかし『中朝事実』において、日本中心主義的な性格がはっきりと見えてくる一方、同

様の論理で中国も「中を得」たものと捉えている。このことから、素行が実際のところ、

中国も「中華」として暗黙裏に認めていることが推測できる。国際秩序における日中両国

の地位は一応平等とされている。かつまた日本のことを論じるに際して、日本が中国の文

物を輸入しなくても自ら「中華」となることができると主張ながらも、論証のスタイルと

して中国の史実・典故を頻繁に引用している。 

わたしのみるところ、日本との比較を可能にして日本こそ「中国」であるという結論を

導き出すため、中国はまだ「中華」であり続けなければならなかったのである。いわば「参

照枠」としての中国の位相が必要であること、現実の「中華」・明が滅んだとしても潜在意

識における「中華」は消去できないということが考えられる。 

そもそも素行はこの書を「慕夏」（中国を慕う）の風潮への抵抗ないし反発として著した

ので、人々の「慕夏」意識を利用し、日中両国を比較することは日本の「中国」たる所以

を説明するにあたって恰好な手段であったのではないだろうか。 

なお、中国及び朝鮮と比べれば、日本の も「素晴らしい」ところとされる「皇統連綿」

という点に関して、『中朝事実』で示される限り、素行はその原因をよい水土に恵まれて侵

略されていないことだけでなく、古くから存在する「神聖なる知徳」、さらにその背後の神

聖なる天地の働きにも求める。つまり素行にとって、皇統を支えてきた「神聖なる知徳」

こそが、彼が捉える日本史の規範を決定づけたのである。このことは神代の根元的神々が

後世に決定的な働きを及ぼしているという玉懸の論考によっても裏付けられている。 

『中朝事実』の叙述を総合的に吟味すれば、素行が繰り返し強調しているのは、日本と

いう国家の自己完結性であることが分かる。島国という性格が深く関与しているこの自己

完結性に対し、鶴見俊輔は批判的であるが、素行はむしろ積極的に求めている。彼の言説

そのものが新しい自己完結性を再生産する物語であり、元来「中華」ではなかった日本を

「中華」として捉え直そうとしたものである。 

素行の自己完結性は、『中朝事実』における外来文化の受容に関する議論にもっとも現わ
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れている。彼は外来文化の利用できる部分を積極的に取り入れるべきとする一方で、日本

の主体性を維持するためには如何なる外来文化も日本にとって不要であるとする。これは

彼の実用主義的な考え方とも関連している。つまり自己完結性といっても決して外部のも

のを全て拒否するわけではないが、他者から受容されたものについてはその影響と必要性

を過小評価する傾向が見られる。しかし理論上、『中朝事実』の論証の内容自体（自己完結

性）と論証のスタイル（中国への言及）の二律背反した構造は、自己完結性の語りを内部

から解体するものと考えられる。 

さらに素行は漢字を一種の貢と捉え、読書の意義を低く評価することによって、日本に

おける（漢字で書かれた書物に代表される中国文化を主とする）外来文化の地位を引き下

げている。これも彼の実用主義と日本の現実への志向を目指したものであろう。 

以上、本論で展開された主な議論を顧みてきた。 

幼時から儒学を勉強し九歳にして朱子学者林羅山の弟子となった素行自身にとっても、

朱子学に反旗を翻した『聖教要録』（1665）は彼の思想ないし人生における大きな転換点で

あったと言えよう。これを境目として、中国のことを相対化する傾向は素行においてより

一層顕著となっていった。そして日本を「中華」とし中国を「外朝」と呼ぶ『中朝事実』

（1669）を著したことで、この傾向は一つのピークに到達した。 

ただし序論で述べたように、『中朝事実』におけるナショナリズムに関する論述は、山鹿

素行だけの荒唐無稽な感情ではなく、同時代の熊沢蕃山や山崎闇斎なども各自の立場から

日本の優位性を説いており、後世の儒教批判者としての賀茂真淵（1697-1769）や本居宣長

に至っても、少なくとも中国を相対化して日本の優位を強調する点に関しては素行らと同

じ系譜に属していると言えよう。 

このような言説が生じた経緯としては、繰り返しになるが、中国における明清鼎革のも

たらした衝撃が大きかったと言わざるをえない。日本は大陸の政治的出来事の影響をずっ

と受動的に受けているのではなく、後に自ら積極的に中国という巨大な他者と立ち向かっ

て中華文明の傘下から抜け出そうとする。そして、明治維新以降の日本における西洋文明

を熱狂的に輸入する風潮と欧米主導の国際秩序に参加するようになる動きを考える上で、

近代日本にとっての西洋とは、実はもう一つの「中華」であったのではないか(88)。 

ここでの「中華」とは、国家としての中国を指すものではなく、外部世界における先進

的文明の代名詞としてのそれを指している。長く「華」と「夷」からなる東アジアの国際

秩序にあった日本にとって、他国より優れていた「中華」の存在は、当然かつ必要であっ

た。外部の「中華」としての役割を果たしてきた中国が十七世紀に異民族政権である清に

支配された頃から明治維新に至るまで、二百年以上にわたるこの時期、日本は外部におけ

る「中華」（すなわち依存できる対象）の不在という状況に置かれていた。 

このような状況下で、「中華」の存在に慣れてきた日本では、自己意識がより一層強くな

り、やがて自ら「中華」になろうとする衝動が生じた。素行の「日本中国説」も、こうい
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う衝動の表出であると考えられる。しかしながら開国後、現実の中国より遥かに強い西洋

諸国に直面した日本は、自分と完全に質を異にする西洋文明に圧倒され、西洋の「文明国

家」を新しい「中華」として抱擁するようになる。この新しい「中華」の標準を以て、中

国及び朝鮮を「野蛮」な「夷」であると捉え、ようやく日中両国間に一線を画すことがで

きたのである。 

しかし、近代になって日本が西洋を新たな「中華」として必死に追いかけようとしたこ

とは、『中朝事実』で説かれた「日本中華説」が完全に姿を消したことを意味してはいない。

むしろ、徳川時代に儒学者としてではなく兵学者として名高かった素行の思想は幕末・近

代に入ってから尊皇思想・日本中心主義・皇国史観と捉えられ、突如人気を博すようにな

った。戦前に素行研究が盛んに行われていたこともその人気を裏付ける。「日本こそ中華で

ある」というような日本の主体性や皇統の連続性の強調が、当時の気運と一致することは

素行が幕末・近代において回顧された大きな原因の一つであろう。尊皇思想家として捉え

られている人物の中には、素行と何らかの繋がりをもつ人物が少なくない。 

たとえば、尊王攘夷の志士として知られている吉田松陰は同時に山鹿流兵学師範吉田家

を継ぎ長州藩主に素行の『武教全書』を進講した者であり(89)、『中朝事実』を読んだこと

は確実である(90)。松陰の「時勢」に即して「取捨斟酌」することこそ本当に「伝統に従う」

ことである(91)という考えも、素行の実用主義的な言論を思い出させるであろう。さらに、

松陰が深く共鳴した後期水戸学の言説も周知のように尊王攘夷思想を色濃く持つものであ

り、その代表的な人物である会沢正志斎（1782-1863）の『新論』はまさに日本を「中国」

と称する論説である。また、乃木希典（1849-1912）は素行の墓で彼を讃える文章を自ら読

んだことや『中朝事実』を当時皇太子だった裕仁に献呈したこともすでに指摘された通り

である(92)。 

ところで、幕末・近代の尊皇思想や日本中心主義は、『中朝事実』の思想と具体的にどこ

まで共通するか、あるいは相違するか、すなわちその関連性の問題は更なる探求を要する

ものである。なお、本論文で取りあげた素行における自己完結性の語りとは、理論的には

破綻があるにもかかわらず、そのようなものは近現代においても引き続き作用している（そ

うでなければ鶴見もその言葉を用いて日本を批判しなかったであろう）という現象が興味

深い。これに関わる問題として、『中朝事実』で既に現れた、「聖人の道」の普遍性と、日

本の水土や天神の「神聖なる知徳」の固有性との葛藤、そして「徳」と「種」とのせめぎ

あいは、近世を経て近代に至るまでの長い間にどう対処されてきたかということも、今後

の課題として取り組みたいと考えている。 
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四方唯西方少可寄外域之舶，而無襲來之畏。（中略）其形如戈（後略） （中國章 11-12頁） 

(26) 況高麗新羅百済皆本朝之藩臣乎。（中國章 22頁） 

(27) 崇神帝十年七月，選群卿，遣四方。同年十月，命四道將軍，以平戎夷之状。 

謹按，是中國分四道之始也。此時，王化未習，故有此。（中略）謹按，是中國分國境，定諸道之始。（中

略）凡村里以統縣，縣以統郡，郡以統國，國以統道，是自一迄十，自十歸一，猶身使臂，臂使指，一

元氣周還四支百骸。故天下之大，四海之遠，王化無不通，正朔無不受也。（中國章 13-14頁） 

(28) 丸山真男・加藤周一『翻訳と日本の近代』岩波書店、1998年、20頁。 

(29) 源了円『徳川思想小史』中央公論社、1973年、8頁。   

(30) 信夫清三郎『日本政治史Ⅰ』南窓社、1976年、50頁。 

(31) 佐久間正『徳川日本の思想形成と儒教』ぺりかん社、2007年、225-226頁。 

(32) 同上、222、226頁。 

(33) 同上、223頁。 

(34) 蓋中有天之中，有地之中，有水土人物之中，有時宜之中。故外朝有服于土中之說，迦維有天地

之中也言，南人亦曰得天中。愚按天地之所運，四時之所交，得其中，則風雨寒暑之會不偏，故水土沃

而人物精。是乃可稱中國。萬邦之眾，唯本朝及外朝得其中，而本朝神代既有天御中主尊二神建國中柱，

則本朝之爲中國，天地自然之勢也。神神相生，聖皇連綿，文物事物之精秀，實以相應。是豈誣稱之乎。

（中國章 9頁） 

(35) 素行における「神」と「中」との関連については、劉長輝『山鹿素行「聖学」とその展開』（ぺ

りかん社、1998年、337-342頁）で精緻な分析がなされている。劉によれば、素行は、 初の神であ

る国常立尊・天御中主尊の名号における「常」と「中」は表記であると同時に、天地から同様の精気

を受けた日本の神によって立てられた、中国の聖人の道と根本的には共通している神聖なる「道」そ



山鹿素行『中朝事実』に見るナショナリズムの形態〔郭馳洋〕 

63 
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