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章炳麟における『荀子』の認識論的な解釈と「心」の構造 
――桑木厳翼の荀子論を手掛かりに―― 

郭 馳洋 
 

はじめに 
本稿は桑木厳翼（1874-1946）の荀子論とりわけ「荀子の論理説」（『早稲田学報』14 号、

1898年）を手掛かりに、清末の思想家、章炳麟（1869-1936）の認識論的な『荀子』解釈お

よびその位置づけを明らかにするものである。「章炳麟と『荀子』」という問題系をめぐる

これまでの研究は、清末における「排荀」と「尊荀」の文脈で位置づけたもの、中国論理

学史と因明学研究史という学術史の視点からその形式論理を考察したものが多い(1)。近年、

章炳麟における「正名」思想に光をあてる形でこの問題系に接近する研究も現れたが(2)、管

見の限り、桑木の荀子論を補助線としつつ、章の『荀子』正名篇・解蔽篇解釈を通して彼

の哲学思想のキー概念の一つである「心」に論及するような考察はまだ十分なされてはい

ない。 
章炳麟は「論諸子學」（1906年）や『國故論衡』（1910年）の「原名」、「明見」という二

篇において唯識論の枠組みに依拠しながら、『荀子』を認識の成立、概念の形成のプロセス

として理解している。こうした『荀子』解釈は政治思想に結びついた『荀子』理解とは別

の可能性を有し、しかも単なる論理学研究の一部に止まるのではなく、むしろ章炳麟哲学

の根幹部に関わる「心」・「蔵識」の問題に接続しており、章炳麟の哲学の性格を考えるに

重要なものと思われる。 
周知のように、清末における近代知の構築は明治日本という重要な媒介を抜きにしては

語れない。章炳麟の思想形成も明治日本の学術・思潮と密接な関係にある。彼は1899年6
月～8 月、1902 年 2 月～7 月、1906 年 6 月～1911 年 11 月と三回も渡日した。そのなか、

二回目の日本滞在期に吸収した明治の学知は『訄書』重訂本（1904 年）に反映しており、

実際『訄書』重訂本で直接に触れられた日本人や日本書の数は初刻本（1900年）に比べて

圧倒的に多い(3)。桑木厳翼も重訂本で言及された日本人学者の一人であって、しかも言及の

内容から見れば「荀子の論理説」が参照されていたことはほぼ確定できる。むろん、「論諸

子學」や『國故論衡』では章炳麟本人が必ずしも桑木の議論を強く意識していたとは限ら

ない。しかし後述するように、『荀子』正名篇の内容を「認識論的論理学」と理解した「荀

子の論理説」の視座と枠組みは章炳麟にもある程度共有されていたように思える。この意

味で、桑木の荀子論を視野に入れることによって、章の荀子解釈の特徴を浮かび上がらせ

ることができると考えられる。 
そこで本稿はまず先行研究に依拠し、清代における荀子研究の大まかな流れを振り返り、

章炳麟の荀子観を簡単に紹介する。次は桑木厳翼の荀子研究とりわけ「荀子の論理説」の

大筋と特徴を整理する。そして桑木との同時代性を念頭に置きながら、章炳麟の「論諸子
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學」と『國故論衡』の「原名」、「明見」における荀子解釈に焦点を絞り、『荀子』正名篇と

解蔽篇の文言がいかに認識論的な言説として唯識論の枠組みで再編されるかを分析する。

その上で、『荀子』の「心」概念に関する章炳麟の独特な解釈に注目し、両面性をもつ「心」

こそ章の哲学において真理への通路を担保するものだということを論証する。 
 
1．清代の荀子論と章炳麟の荀子評価 
1-1．清代における諸子学の再興と『荀子』 
儒学が前漢時代に独尊的な地位を獲得してから、先秦時代の諸子百家の学問はいわば傍

流として隅の方に追いやられる羽目になり、のちに支配的となった朱子学と対照的に、長

い間、影を潜めていたといっても過言ではない。清代初期に老荘思想の研究が一時期流行

っていたものの、大きな流れを形成するには至らなかった。清代中期になると、諸子学に

はようやく復興の兆しが現れた。その一つ重要な契機は 18世紀前半から19 世紀前半にお

ける考証学、いわば「乾嘉の学」の隆盛にほかならない。理由として考えられたのは、「実

事求是」というスローガンを唱え証拠を重視する考証学者にとって、儒教の経典を研究す

るには古い時代に成立した諸子の書物から裏付けを取る、つまり経書と子書両方を見る必

要が生じたということ、および多くの学者が数的に限られた経書の考証に打ち込んでいっ

たにつれて、新しい成果を挙げることが難しくなったため、考証の範囲を拡大し子書をも

視野に入れるようになったということである(4)。 
18世紀の諸子学は荀子学と墨子学を代表とするが、いずれも汪中（1745-1794）の先駆的

な業績に負っている。荀子学についていうと、汪中は『荀卿子通論』、『荀卿子年表』を著

し、経書を伝承したことで荀子を高く評価し周公・孔子と並べたのは画期的である。近代

になると、王朝の支配や社会の安定を大きく揺るがす一連の内憂外患を背景に、諸子学は

古典の素養と西洋・日本伝来の近代知をともに身につけ、現実社会に強い関心を寄せた知

識人たち、例えば厳復（1853-1921）、梁啓超（1873-1929）、章炳麟、劉師培（1884-1919）、
王国維（1877-1927）、胡適（1891-1962）らの手によってさらに開花した。 
なお、近代における諸子学の復興と並行したのは仏教とりわけ唯識論の復興である。清

末以来、中国では逸失したとされていた仏典は楊文会らの尽力で次々と日本から取り寄せ

られたことが一つ直接的なきっかけとして、唯識論や因明学への関心が高まり、仏教研究

も大きく前進した。諸子学と仏教の登場は、迫ってくるヨーロッパの思想・学術に立ち向

かうべく、中国の「学」が「動員しうるかぎりの『学問』の全部隊を呼び出し、結集しよ

うとしたもの」といわれている(5)。 
 清末から民国初期にかけて、荀子学は一方で従来の中国学術史における漢学対宋学、孟

子学対荀子学、今文経学対古文経学といった構図を引き継ぎ、他方で激動の時代にあって

西洋近代学術や仏教との対話を通じて新しい展開を見せ、『荀子』の「群」、「類」、「心」、

「名」、「天人之分」、「度量分界」、「勸學以化性」などの諸観念は厳復、梁啓超、劉師培ら
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によって社会学、政治学、法学、人類学、心理学、経済学、教育学のような近代知に接続

された(6)。仏教との関係については、唐代・宋代以降に主流となった孔子－孟子系譜の性善

説的な人性論と仏教如来蔵思想の交渉とは違い、清末・民国初期における儒教と仏教の会

通は『荀子』と唯識論の比較という新たな様相を呈した(7)。また、『荀子』の「正名」思想

は一種の論理学としてしばしば西洋論理学、インド因明学と結び付けられた。 
その一方で、荀子排撃運動も清末に一時期展開されていた。梁啓超は、荀子は小康を伝

えたのに対して孟子は大同を伝えたが、二千年間孟子学が断絶してしまったとして、譚嗣

同、夏曽佑とともに孟子を顕彰し、荀子を攻撃していた(8)。 
 
1-2．章炳麟の諸子学と荀子評価 
章炳麟は反清革命を鼓吹した革命者・学者として知られる。彼は1869年、浙江省杭州府

余杭県に生まれ、1890 年から詁経精舎に入り兪樾（1821-1907）に師事していた。1903 年

に『蘇報』事件で鄒容とともに投獄され、獄中で仏典を耽読していた。1906年に釈放され

た直後、孫文の使者によって東京に迎えられた（1911年に帰国）。東京では中国同盟会の機

関誌『民報』の主筆を担当し、革命思想を精力的に宣伝していた。1913年は北京で袁世凱

を批判したことで袁に幽閉された（1916 年、袁の死去で北京を脱出）。1920 年頃は北洋軍

閥に対抗すべく聯省自治の主張を掲げた。1934 年に蘇州で章氏国学講習会を発起したが、

2年後の1936年に逝去した。 
1906年の「論諸子學」で「諸子学というものはもっぱら周代と秦代の諸子の学に限られ

たわけではなく、後世の諸家も入れることができる。しかし必ず周代と秦代の諸子の学を

主とする。〔所謂諸子學者、非專限于周秦、後代諸家、亦得列入、而必以周秦爲主。〕」(9)と

述べられたように、章炳麟は周代・秦代の諸子百家の学問を重視していた。これは学問一

般に関する章の見方につながる。章によれば、学問は言語に依拠するため、その鍵が音韻

と訓詁であり、また真理をゴールとするため、その堂奥が「周秦諸子」である(10)。 
諸子のなか、章はとりわけ荀子を評価し、『訄書』で第一篇を「尊荀」としたくらいだ。

のちに変更もしたが、荀子を評価する姿勢に大きな変わりはないと思われる。なぜ荀子尊

崇の立場を取るようになったかといえば、江心力は三つの原因を挙げた。すなわち、経学

と史学に関する章自身の探求から司馬遷、劉向とともに荀子を重視したこと、康有為、譚

嗣同、梁啓超らによる荀子批判への対抗意識があったこと、仏教理論と社会学の吸収が『荀

子』への関心を高めたことである(11)。その諸子学研究は 1910 年の『國故論衡』に結晶し、

胡適『先秦名学史』（The development of the logical method in ancient China）の執筆にも刺激を

与えた。しかし本稿で問題にする章炳麟の荀子像は認識論、概念論の性格をもつもので、

章自身の哲学と密接な関係にある。それを考察する前に、まずは章の認識論的な荀子解釈

と同時代性を持ち、しかも彼が実際に触れた桑木厳翼の荀子研究を概観しておこう。 
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2．桑木厳翼「荀子の論理説」（1898年）における「認識論的論理学」 
2-1．桑木厳翼の荀子論の位置と性格 
桑木厳翼は1874年に東京で生まれ、1896年に帝国大学（東京）哲学科を卒業し、大学院

に進学した。修了後は東京専門学校講師、京都帝国大学教授などを経て、1914年に東京帝

国大学哲学科教授に着任した。1919年、吉野作造らの発起した黎明会に参加した。1935年
に退官し、1946年に逝去した。一般的には、文化主義を唱えたこと、西洋哲学とりわけカ

ントと新カント学派の紹介・研究に尽力したことで知られる。 
桑木は 1898年に「荀子の論理説」を発表し、のちにそれを付録として1900 年の『哲学

概論』に収録した。さらに 1900 年、『哲学雑誌』に「支那古代論理思想発達の概説」を載

せた。ところで、彼に先立ち、蟹江義丸（1872-1904）は「荀子の学を論ず」（『太陽』第 3
巻第8、9、10号、1897年）を発表した。この論説は、「儒教汎論」、「荀子の事蹟」、「荀子

汎論」、「荀子の心理学」、「荀子の倫理学」、「荀子の政治学」、「荀子の文章」、「結論」とい

う八つの部分から構成され、そのなか「荀子汎論」では荀子の学問の特色として「荀子の

実践躬行を重せしこと孔孟に同じ」、「荀子は尚古の風を排撃せり」、「荀子は当時の支那人

に普通なりし迷信を打破せり」、「荀子は批評的精神に富めり」、「荀子は論理的精神に富め

り」といった点が挙げられる。ギリシャ哲学との共通点がすでに意識されている。もっと

も当時、古代ギリシャ思想と先秦時代の諸子百家を並べる論述は少なくない。 
蟹江の荀子論に触発されながら、桑木はそれと性格を異にする議論を展開させていた。

つまり、坂出祥伸のいうように、「当時の「支那哲学」研究者たちの多くが、もっぱら倫理

的立場から中国哲学をとらえようとしていた（例えば蟹江・服部）中にあって、桑木は（松

本文三郎と共に）論理思想的な側面から中国哲学に迫っていたといえるのであって、この

点でも桑木の中国論理学研究はきわめて特異なものであった」(12)。こうした桑木の荀子研

究はいち早く同時代の中国知識人の目に留まった。『哲学概論』本文を中国語に翻訳した王

国維は付録の「荀子の論理説」をも翻訳し、「荀子之名學説」と題して『教育世界』77 号

（1904年6月）に掲載した。なお彼自身も「周秦諸子之名學」（『教育世界』98号、100号、

1905年4月、5月）で荀子論理学を論じた。 
さて、1904年刊行の章炳麟『訄書』重訂本に収められている「訂孔」という篇には「そ

の正名は、世間は認識論的論理学とみなし、ソクラテスとアリストテレスの間に位置づけ

られるとする。（原注：桑木厳翼の説）〔其正名也、世方諸仞識論之名學、而以爲在瑣格拉

底、亞歷斯大德間。桑木嚴翼說〕」(13)という叙述がある。実際、荀子論理学を一種の「認識論

的論理学」と捉え、その位置について「西洋論理学史上に其類同を求めばソークラテース

とアリストテレースとの間にあり」と述べているのはほかならず「荀子の論理説」である

(14)（『概論』、451頁）。「桑木嚴翼說」という割注は桑木の「荀子の論理説」を指すに違いな

いのだろう。「名学」は論理学 logic にあてられた訳語であることは言うまでもない。しか

し、どうしてそれが認識論と結びついて「仞識論之名學」つまり「認識論的論理学」とな
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ったのだろうか。 
「認識論的論理学」という用語自体は明治後期の哲学書にすでに現れた。舩山信一は明

治後期の論理学における認識論的な傾向を指摘しながら、論理学と認識論の関係を問題に

し、認識論的論理学の成立において重要な役割を果たした人物は中島力造（1858-1918）だ

としている(15)。中島によれば、科学に属する論理学は「知識を伝へ又知識を得る方法を攻

究する」のに対して、哲学に属する認識論は「吾々の知識の起源、其範囲、其確実等に就

て説明する」ものであって、認識論は「論理学が是非共仮定せねばならぬ事項を論究する

もの」、「其原理の説明で、其仮定の解釈で、其基礎であって、其終局である」(16)。 
認識論を論理学の基礎とする中島の見方に似たようなものは桑木にも見られる。桑木の

見解ではアリストテレスの三段論法などは必ずしも論理学のキーポイントではなく、論理

学の目的は「思惟其者の法則換言すれば思惟の形式的法則を攻究し、判断の当否を定めて

以て概念の意義を明晰にする」ことにある（『概論』、450-451 頁）。つまり論理学は概念か

ら出発し、やがて概念の意味を明らかにすることに帰着する。桑木からすれば、『荀子』正

名篇における論理学の眼目は「論辯過程の法則」ではなく、むしろ「論辯の材料たる概念

即名辯を作為するに当りて遵奉すべき法則要件等」をめぐる記述にある（『概論』、450頁）。 
したがって、「荀子の正名篇は反て論理学の主脳たる概念論を述べたものと見る」べきで

あって、しかもそれは「概念を論するの前、概念の代表する事物を認識する所以の理を説

ける」ものである（『概論』、451頁）。要するに正名篇は概念論を扱うテクストだ。ここで

桑木が概念論を論理学の「主脳」とみなしているところは注目に値する。逆にいえば、概

念論は論理学の核心だと考えられていたからこそ、概念について論じる正名篇が重要とな

ってくる。それに概念を形成するにはまず事物を認識しなければならない。桑木によれば、

正名篇はまさにそういう認識を可能にするメカニズムをも解説しているものだ。この意味

で荀子論理学は「認識論的論理学」になっている。『荀子』正名篇をめぐる認識論的な解釈

はこの桑木の把握を嚆矢とするものといってよい。そもそも、桑木自身は左右田喜一郎

（1881-1927）と並んであくまで認識論的な哲学を主張した代表的な学者として、認識論に

満足せず形而上学の構築に踏み切った西田幾多郎（1870-1945）、西晋一郎（1873-1943）、紀

平正美（1874-1949）らと対照をなしているといわれる(17)。 
 

2-2．「荀子の論理説」における概念形成論 
さて、「荀子の論理説」において概念がいかに作られるかは三つの部分に分かれて分析さ

れている。すなわち、（一）「制名の必要」（所為有名）つまり「吾人が事物に名を附する所

以」。（二）「制名の根拠」（所縁有同異）つまり「事物を弁別して諸名を附する理由」。（三）

「正名の規範」（制名之枢要）つまり「事物に名を附するに当りて従ふべき法則」（『哲学概

論』、452-453頁）。ほかに名実関係にまつわる三つの誤謬（「三惑」）も紹介されている。紙

幅の都合上「荀子の論理説」全文の詳しい考察は割愛するほかないが、以下、概念の形成
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に関する桑木の議論の要点を簡潔に述べよう。 
なぜ概念が必要になるのか。桑木によれば、われわれは雑然として紛らわしい万物を前

にして明晰な思惟・考察を行おうとすれば、「是等厖雑せる対象を弁別し、合すべきは之を

合し離すべきは之を離し、以て其間の関係を定めざるべからず」、そもそも「吾人が事物を

認識する」というのは、「是等事物の間に関係を附すること」であって、関係を定める働き

は「制名作用」つまり概念作用である。逆にいうと、関係を離れた事物は認識されていな

いものだから、桑木から見ればそのような事物は存在しない同然だ。この意味では、「蓋し

名を別つは、即ち以て実を別たんが為なるなり」というように、事物はむしろ認識主観に

よって構成される（『概論』、453頁）。 
したがって、「制名」の根拠は事物を弁別することにあるとすれば、事物の弁別は何によ

って行われるのか。これは「認識の方便」すなわち認識手段の問題に属する。『荀子』にお

ける解答は「縁天官」、すなわち、耳・目・鼻・口・心・体という生まれつきの認識機関に

よって事物を認識するのである。桑木によれば、耳・目・鼻・口・体という五つは「感官」

で、心は「統覚若しくは自己意識」のようなもので、「感官は直接に外物に触れて其印象を

受け、心は是等感官に因りて得る所の材料を統括調整し之によりて一団の認識を構成する」

ことができる（『概論』、454頁）。もし感官の材料のみ備わり、それを統括する意識がなけ

れば、「是等の材料は単に雑然たる個々の感覚たるに止まり毫も停留せずまた把捉せらるゝ

ことなく、従って何等の認識をも搆成せざる」ことになり、逆に統覚・自己意識しかない

のであれば、「空虚なる形式たるに止まりて、何等の意義を示すことなく、毫末も内容を有

することなし」（『概論』、454頁）。「感官の材料」と「心」、「経験」と「思惟」は一つ欠け

れば認識は成り立たない――桑木はそれを正名篇の用語で「心の徴知と天官（五官の意）

の当簿とによりて知生じ、其一を欠けば不知」と言い直している（『概論』、454-455頁）。 
上記の桑木の論述がカント哲学に依拠していることは想像に難くない。桑木の解釈では、

正名篇の「心」はいわば感性に与えられた多様なものを結合する能力を有し、「統覚」、「自

己意識」にあたるものだ。もっとも、「統覚」と「自己意識」を等価的なものとする用語法

自体もカントから来たと考えられる。また「感官」と「心」の相互依存的な関係も「内容

を欠く思想は空虚であり、概念を欠く直観は盲目である」(18)というカントの有名な言葉を

想起させる。逆にいえば、「感官」と「心」はどこまでも区別されている。つまり、『荀子』

における耳・目・鼻・口・心・体という六つの天官について、桑木は心とほかの五つを峻

別し、その違いを思惟と感性あるいは形式と内容の違いとしてカント的に読み替えている。 
ところで、天官が対象を弁別するに際して、同一のものと認定すれば同であり、異類と

認めれば異である。こうした天官の認識作用による区分にしたがい、同とされたものに同

じ名辞を、異とされたものに異なる名辞を与える。「制名の根拠は同異の別に存し、而して

同異の別の基礎は実に是等天官の作用」というわけだ（『概論』、455頁）。桑木の正名篇解

釈は認識論的な立場に基づき主観側の構成作用に重きが置かれているものといえる。 
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3．章炳麟「論諸子學」における『荀子』正名篇解釈 
3-1．天官と六根・六識 
 章炳麟が『荀子』正名篇を論理学と結び付けて論じたのは1906年の「論諸子學」におい

てである。この論理学への傾斜はやはり諸子学に対する彼の見方に関係している。 
 

経書を説く学問の場合、疏証というものはただその典章・制度および事跡を考証する

のみであって、その是非はしばらく論じない。（中略）諸子の場合は違う。諸子の研鑽

する学問は、主観の学であって、そのポイントは道理を探究することにあり、事跡の

考証にはない。一つの主張を立てる以上、必ず自説を固める。（中略）己と異なる学説

についても、必ずその書物を読んでその趣旨を知り、ひたすら弁論を繰り返し、少し

も他説を借りたりしない。 
〔說經之學、所謂疏證、惟是考其典章制度與其事跡而已、其是非且勿論也。（中略）若

諸子則不然。彼所學者、主觀之學、要在尋求義理、不在考跡異同。既立一宗、則必自

堅其說。（中略）雖異己者、亦必睹其籍、知其義趣、惟往復辯論、不稍假借而已。〕（『全

集 演講集上』、49頁） 
 
諸子学は「主観の学」として経学から区別されている。是非の判断を一応棚上げにする

経学と違い、諸子の学は道理を探究すべくほかの学説と絶えず弁論を繰り広げる。したが

って首尾一貫した論理を必要とする。だからこそ、名家の方法つまり論理学は一つの流派

に限られたものではなく、むしろ立論と論破が可能になる前提として、儒家、道家、墨家、

法家に共有されている(19)。しかも章炳麟は、名家の精髄を代表するのは恵施や公孫龍子の

説ではなく、『荀子』正名篇と『墨子』経説篇だとするため、その「名家」論はまず唯識論

の術語によって『荀子』を解釈し、次に『墨子』の論理学を因明学と結び付けて論じるこ

とになる。以下、本稿の課題に即して章の『荀子』解釈に焦点をあてることにしよう。 
 さて、章炳麟が問題としているのは正名篇における「何緣以知同異」から「此制名之樞

要也」までの一節である。これは桑木厳翼の言葉を借りれば荀子論理学の三部分のうち「制

名の根拠」と「正名の規範」について述べた箇所であろう。具体的にいうと、「何緣以知同

異」から「此所緣而以同異也」までの前半は「制名の根拠」に、「然後隨而命之」から「此

制名之樞要也」までの後半は「正名の規範」にあたる。論述の便宜上、ここでは主に前半

つまり「制名の根拠」部分だけを取り上げる。まず章炳麟に引用された『荀子』の原文を

見ておこう。 
 

然らば即ち何に緣りて以て同異するや。曰く、天官に緣るなり。凡そ類を同じくし情

を同じくする者は、其の天官の物を意（はか）るも同じく、故に之を疑似なるものに
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比方して通ずるなり。是れ其の約名を共にして以て相期する所以なり。形體色理は目

を以て異し、聲音清濁、調竽奇聲は耳を以て異し、甘苦鹹淡辛酸奇味は口を以て異し、

香臭芬鬱、腥臊洒酸奇臭は鼻を以て異し、疾養凔熱滑鈹輕重は形體を以て異し、說故

喜怒哀樂愛惡欲は心を以て異す。心に徵知有り。徵知は則ち耳に緣りて聲を知れば可、

目に緣りて形を知れば可なり。然らば而（すなわ）ち徵知は必將（かなら）ず天官の

其の類を當簿するを待ちて然る後に可なり。五官は之を簿（しる）すも知らず、心は

之を徵（し）るも說くこと無ければ、則ち人は之を不知と謂はざること莫し。此れ緣

りて以て同異する所なり(20)。 
〔何緣以知同異。曰、緣天官。凡同類同情者、其天官之意物也同、故比方之疑似而通。

是所以共其約名以相期也。形體、色理、以目異。聲音清濁、調竽奇聲、以耳異。甘苦

咸淡、辛酸奇味、以口異。香臭芬鬱、腥臊洒酸奇臭、以鼻異。疾養凔熱、滑鈹輕重、

以形體異。說故喜怒哀樂愛惡欲、以心異。心有徵知。徵知、則緣耳而知聲可也、緣目

而知形可也。然而徵知必將待天官之當簿其類、然後可也。五官簿之而不知、心徵之而

無說、則人莫不然、謂之不知。此所緣而以同異也。〕（『全集 演講集上』、62-63頁） 
 
事物の同異は何によって弁別するかという設問に対して、荀子が出した答えは「緣天官」

である。唐代の楊倞の注釈にしたがえば、「天官」は耳・目・鼻・口・心・体のことを指し、

「緣天官」とは天官が同とすれば同であり、異とすれば異であるという意味だ(21)。六つの

天官はそれぞれ違う種類の対象を弁別する能力を持っており、なかでも心と五官（耳・目・

鼻・口・体）の作用は重要なポイントだ。とりあえず章炳麟の解釈を見よう。 
 

思うにこの論述は、同異が何を縁じるかといえば天官を縁じるのだ、ということを説

いている。中国の書物では「縁」に言及するものは少ないので、仏書によって検証す

べきである。およそ一念が起きるにあたって、四つの縁がなければならない。一つ目

は因縁、すなわち識種である。二つ目は所縁縁、すなわち塵境である。三つ目は増上

縁、すなわち助伴である。四つ目は等無間縁、すなわち前念である。縁とは寄り縋る

という意味だ。 
〔按此說同異何緣、曰緣天官。中土書籍少言緣者、故當徵之佛書。大凡一念所起、必

有四緣。一曰因緣、識種是也。二曰所緣緣、塵境是也。三曰增上緣、助伴是也。四曰

等無間緣、前念是也。緣者是攀附義。〕（『全集 演講集上』、63頁） 
 
章炳麟はとくに「緣天官」における「緣」という語に注目し、それを仏教における四縁

と関連付けて説明している。四縁とは一般的にいうと、結果を生ずる直接の内的原因であ

る因縁、対象として心作用を引き起こす所縁縁、ほかのものの働きを助長する増上縁、前

の瞬間の心・心作用が次の瞬間の心・心作用を惹起するための条件である等無間縁、とい
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う四種類の縁である。所縁縁としての塵境はふつう眼・耳・鼻・舌・身・意という六根（六

つの認識機関）の対象となる色・声・香・味・触・法という六塵を指していることから、

章の論述では仏教における六根およびその作用である眼・耳・鼻・舌・身・意という六識

と、『荀子』における六つの天官ないしその認識機能との間にある種の対応関係が想定され

いているのは想像に難くない。 
 
3-2．天官としての心と五官 
先に掲げた正名篇の原文が示すように、六つの天官はさらに心とそれ以外の五官に大別

される(22)。したがって五官の認識対象にあたる「境」（所縁縁）は、色・声・香・味・触と

いう五つであることになる。そして心と五官の関係性は以下の叙述によって提示される。 
 
ここで「縁天官」とは以下のようなことだ。五官は境を縁じて、かの境は所縁縁であ

る。心は五官の見分を縁じて、五官の見分は増上縁である。ゆえに「耳に緣りて聲を

知れば可、目に緣りて形を知れば可なり」という。心がなければ五官は境を感じ取る

ことはできない。ゆえに五倶意識は同時に五官のために増上縁として働く。五官がな

ければ心は知を徴することはできない。ゆえに五官の見分はまた心のために増上縁と

して働く。五官の感覚は現量のみであるため、「五官は之を簿（しる）すも知らず」と

いう。心は知覚することができ、非量と比量を併せ持っている。はじめて知覚すると

きはまだ名言を立てていない。ゆえに「心は之を徵（し）るも說くこと無し」という。

徴するだけで言説がないから、人は知らないという。そこで名字が生じる。 
〔此云緣天官者。五官緣境、彼境是所緣緣。心緣五官見分、五官見分是增上緣、故曰、

緣耳而知聲可也、緣目而知形可也。五官非心不能感境、故同時有五俱意識爲五官作增

上緣。心非五官不能徵知、故復藉五官見分爲心作增上緣。五官感覺、惟是現量、故曰、

五官簿之而不知。心能知覺、兼有非量比量、初知覺時、猶未安立名言、故曰“心徵之而

無說”。徵而無說、人謂其不知、于是名字生焉。〕（『全集 演講集上』、63頁） 
 

五官は塵境を対象とするものの、心の働きがないと対象を感覚することはできない。一

方で心も五官の見分（認識主観の働き）に頼らなければ認識を形成できない。したがって

五倶意識すなわち五識と同時に起きるような意識――ここの文脈では天官の一つとして

の心にあたるものだろう――は五官の増上縁として働き、五官の見分もまた心の増上縁を

なす。心と五官は相互補完の関係にあるといえよう。しかし五官が集めてきた感覚素材は

あくまで現量（推量を経ない、直接的な認識）であって「知」ではない。「緣耳而知聲可也、

緣目而知形可也」というように、異なる機能をもつ耳と目を頼りにしながらも、声と形を

ともに知るという能力それ自体は耳・目とは別物である。非量（似て非なる現量・比量、

誤った認識）と比量（推量）をもつ心には知覚能力が備わるとはいえ、その最初段階では
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知覚されたものはまだ言説として現れていないため、「知」とはいえない。「知」の形成は

やはり「名字」の生成を待たなければならない。    
 

たいてい心の働きが起きる状態は必ず五つの段階を経る。一つ目は作意といい、心を

触発して起きさせる。二つ目は触といい、根、境、識という三つを合して一つにする

ことができる。三つ目は受といい、順と違と俱非の境相を受け入れることができる。

四つ目は想といい、境の区分を認知することができる。五つ目は思といい、境の本因

を認知することができる。作意と触は今日では動向といい、受は今日では感覚といい、

想は今日では知覚といい、思は今日では考察という。最初に生起する名字はただ想だ

けによるもので、いわゆる口呼意呼である。続いて生起する名字の多くは思によるも

ので、いわゆる考呼である。およそ諸々の別名は取像から来るので、想の段階で口呼

によって生成する。およそ諸々の共名は概念から来るので、思の段階で考呼によって

生成する。 
〔大抵起心分位、必更五級。其一曰作意、此能警心令起。二曰觸、此能令根（即五官）、

境、識、三和合爲一(23)。三曰受、此能領納順違俱非境相。四曰想、此能取境分齊。五

曰思、此能取境本因。作意與觸、今稱動向。受者今稱感覺。想者今稱知覺。思者今稱

考察。初起名字、惟由想成、、所謂口呼意呼者也。繼起名字、多由思成、所謂考呼者

也。凡諸別名、起於取像、故由想位口呼而成(24)。凡諸共名、起於概念、故由思位考呼

而成。〕（『全集 演講集上』、63頁） 
 
章炳麟は作意・触・受・想・思という仏教における五遍行を援用し、動向、感覚、知覚、

考察といった西洋近代の認識論的な用語と照らし合わせて、「名字」生成のプロセスを分析

している。ここでは前の引用にも出た「感覚」と「知覚」はそれぞれ「受」と「想」にあ

てられている。外から刺激を与えられ、認識機関と未分節な対象の間に認識作用が生じ、

対象に関するデータを「受」（感覚）が収集する。そして「想」（知覚）はデータを分節し、

分節された対象をそれぞれまとまったものとして名をつける。「想」の段階で形成されるの

は各自の輪郭をもつ個別な形象、つまり「鳥獸」のような「別名」だとすれば、それが概

念つまり「物」のような「共名」に練り上げられるのは「思」の段階である(25)。 
こうして唯識論に依拠した章炳麟の正名篇解釈は名辞つまり言語で表される概念の形成

過程を解明するものであり、桑木のいう概念論を重んじる「認識論的論理学」と軌を一に

するものと思われる。そして上述から推察できるように、事物の認識から概念の言語的表

現の形成に至るプロセスにおいて「受」と「想」は重要な位置を占めている。実際1910年
の『國故論衡』「原名」では、「受」と「想」はより直接的な形で正名篇のテクストに関係

づけられている。このことはまた章の荀子解釈における「心」の位置づけに関わる。以下、

「原名」で行われる正名篇解釈を考察していく。   
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4．章炳麟「原名」における『荀子』正名篇解釈 
「論諸子學」の正名篇解釈の論点は『國故論衡』の「原名」に引き継がれている。「原名」

は、かつて島田虔次が「荀子・墨子・荘子などは言うに及ばず、瑜伽師地論、因明論など

の仏典を自由自在に引用し、単なる古代論理学の歴史的研究の域をはるかに越えて、ヨー

ロッパの三段論法（形式論理学）を批判しようとする思想的気魄にあふれた、堂々たる大

文章」(26)と賛辞を惜しまなかったほどの労作である。そこでは正名篇における個々の用語

と、解釈の枠組みとしての唯識論との対応関係はより明確となっている。 
章炳麟は『莊子』斉物論篇の「化聲」（移ろいやすい言論）と『荀子』正名篇の「名には

固宜なく〔名無固宜〕」を例示し、言語そのものの恒常性を否定する。しかし約束によって

定められ俗習から形成されたラングのような、社会性を有する言語体系は安易に変更され

るものではないという。それを考察する際に重要なのは、法律・制度の変遷に伴って変化

することが少なく、一定の安定性をもつ「散名」つまり日常的な名辞である。「散名」探究

のために持ち出されるのはやはり『荀子』と『墨子』だ。章炳麟から見れば、両者はそれ

ぞれ名学の異なる側面を代表している。『荀子』は名相を論じるに優れ、『墨子』は弁論を

行うに向いているという(27)。この見方は墨子論理説は推論を主とするもの、荀子論理説は

主に概念に関するものとした桑木の見解に通じる(28)。「論諸子學」と同じく、章は荀子論理

学から始まり、仏教の五遍行と四縁を援用して言語の生成を段階化する。 
 

名の生成は受に始まり、想という中間段階を経て、思に終わる。領納は受といい、受

は愛や憎しみといった感情がないと表れてこない。取像は想といい、想は召喚しない

と徴されない。造作は思といい、思は活動しないと現れない（原注：『成唯識論』の説

に基づく）。名言は取像から生じ、ゆえに荀子は「天官に緣るなり。凡そ類を同じくし

情を同じくする者は、其の天官の物を意（はか）るも同じく、故に之を疑似なるもの

に比方して通ずるなり。是れ其の約名を共にして以て相期する所以なり」（原注：以上、

『正名篇』の文章）と述べる。これは、想は受に随い、名は想に使役される、という

ことをいう。 
〔名之成、始于受、中于想、終于思。領納之謂受、受非愛憎不箸。取像謂之想、想非

呼召不徵。造作之謂思、思非動變不形。本《成唯識論》所說。名言者、自取像生。故

孫卿曰、緣天官。凡同類同情者、其天官之意物也同、故比方之疑似而通、是所以共其

約名以相期也。以上《正名篇》文。此謂想隨于受、名役于想矣。〕(29)（『全集 國故論

衡』、124頁） 
 
「想」は「受」と「名」の媒介となり、言語を発動させる役目を賦与されている。もっ

とも唯識論では「想」は言葉を召喚する働きである(30)。名言は取像＝「想」の分節作用に
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よって生じるが、分節の仕方は「受」に制約されている。「同類同情者」に対して個々人の

天官はまるで同じような感覚を受領するため、対象を同じ仕方で分節し共通の記号体系で

の意思疎通が可能になる(31)。 
「名」の成立の条件となる「受」と「想」は正名篇本文の言葉によっても表現される。 

 
五官に接するのは受といい、受なるものは当簿と呼ぶ。それが心に伝わるのは想とい

い、想なるものは徵知と呼ぶ。接したり伝わったりするのは縁という。縁に四種類あ

る（原注：識はそれと対する境を所縁縁とする。五識と意識は相互に扶助し、互いの

増上縁といわれる。およそ境像、名言、義理は意識に属するのもので、それらが絶え

ずに引き継がれることができるのは、意根があるためだ。ゆえに前識は後識の等無間

縁となる。一切の心物の原因は阿頼耶識と名づけ、これは因縁である）。増上縁という

のは縁耳知聲、縁目知形のことをいう。これは名の生成する所以である。 
〔接于五官曰受、受者謂之當簿。傳于心曰想、想者謂之徵知。一接焉一傳焉曰緣、凡

緣有四。識以所對之境爲所緣緣。五識與意識迭相扶助、互稱為增上緣。凡境像、名言、

義理方在意識、而能引續不斷、是有意根、故前識于後識爲等無閒緣。一切心物之因、

名曰阿賴耶識、爲因緣。增上緣者、謂之緣耳知聲、緣目知形、此名之所以成也。〕（『全

集 國故論衡』、124-125頁） 
 
これは正名篇の「心有徵知。徵知、則緣耳而知聲可也、緣目而知形可也、然而徵知必將

待天官之當簿其類、然後可也。」を解釈したものと考えられる。そこにおいて、「受」＝五

官の「當簿」、「想」＝心の「徵知」という構図が成立し、「受」と「想」の共同作用は「緣」

とされる。ここでも天官は五官と心に分かれ、五官のキャッチした感覚的情報は心に伝送

される。ちなみに「徵知必將待天官之當簿其類」における「天官」について、楊倞は耳と

目と捉えたが、兪樾はここの「天官」は「五官」の間違いではないかと考えた(32)。だとす

れば、五官の「當簿」こそ心の「徵知」の条件となる。五官の認識機能としての五識と心

に対応する第六識＝意識がともに作用することで、名が形成される。なお、「當簿」と「徵

知」による認識の成立はカント哲学を踏まえた桑木厳翼の正名篇解釈のポイントでもある。 
 ここまでの議論とりわけ五官と心の関係に関しては一見おおむね桑木の荀子論と一致し

ている。ところが、章炳麟の荀子解釈と桑木のそれとの間に実は大きな相違点が認められ

る。それはほかならず「心」をめぐる理解にあるのである。上記の引用をもう一度確認し

よう。四縁を説明している箇所に、意根および、因縁として働きあらゆる精神と物質の原

因となる阿頼耶識が言及されている。阿頼耶識は周知のように唯識論の立てる八識の第八

識である。意根は「引續不斷」を保証するものとされているので、第六意識ではなく第七

末那識と理解したほうが妥当だろう。では、もし前述どおり六つの天官は六根・六識に対

応しているとすれば、末那識と阿頼耶識はどこに位置づけられ、「心」とどのような関係が
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あるのだろうか。以下、『國故論衡』「明見」における『荀子』解蔽篇解釈を考察し、この

問題を紐解くことにする。 
 
5．章炳麟「明見」における『荀子』解蔽篇解釈 
5-1．『荀子』の「臧」と阿羅耶識 
 「明見」で章炳麟は哲学なるものを、あえてサンスクリットのdarśanaの訳語である「見」

と呼ぶことにする。それは「道」すなわち真理を表象することおよびその表象されるもの

といってよい。諸子百家の学問は「道」にアプローチする様々な「見」にほかならない。

そのなか、「心に関する議論は荀子より精妙なものはない」（『全集 國故論衡』、131 頁）。

そう考えた章炳麟は『荀子』解蔽篇を手掛かりに「心」を論じていく。そもそも「蔽」と

は何か。『荀子』では「一曲に蔽われて大理に闇し〔蔽於一曲而闇於大理〕」と、一つのド

クサに囚われ真理に無理解であることを指している。章炳麟の場合、「蔽」とは「見」に裏

付けがなく、一を知りながらもものごとの類を把握できないこと、つまり仏教の「倒見」、

「見取」であって、一方で「蔽」に対する「智」は所見によって考えが固まって滞ったり

しないこと、仏教の「正見」、「見諦」とされている（『全集 國故論衡』、131頁）。これか

ら詳論するように「蔽」と「智」はいずれも「心」の構造に根差したものだ。章炳麟が掲

げた解蔽篇の叙述をまず確認しよう。 
 

人生るれば知有り、知れば而（すなわ）ち志（こころ）あり。志なる者は臧なり。然

るに所謂虚有りとは、已に臧する所を以て將に受けんとする所を害（そこな）はず、

之を虛と謂ふなり。心生ずれば而ち知有り、知れば而ち異有り。異なる者は同時に兼

ねて之を知る。同時に兼ねて之を知るは兩なり。然るに所謂一有りとは、夫の一を以

て此の一を害はず、之を壹と謂ふなり。心は卧するときは則ち夢、偷（おこた）ると

きは則ち自行し、之を使ふときは則ち謀る。故に心は未だ嘗て動かずんばあらざるな

り。然るに所謂靜有りとは、夢劇を以て知を亂さず、之を靜と謂ふなり。 
〔人生而有知、知而有志。志也者、臧也。然而有所謂虛、不以已臧害所將受謂之虛。

心生而有知、知而有異。異也者、同時兼知之。同時兼知之、兩也。然而有所謂一、不

以夫一害此一、謂之壹。心卧則夢、偷則自行、使之則謀、故心未嘗不動也。然而有所

謂靜、不以夢劇亂知謂之靜。〕（『全集 國故論衡』、131頁） 
 

とりあえず最初の一文から考えよう。人間に生まれつきの認識能力が備わり、それを働

かせれば、「志」というものが出来上がり、それは「臧」という。楊倞は「志」を「在心爲

志」と注釈しており、「臧」に関しては「藏」に通じるとし、同じ解蔽篇にある「心未嘗不

臧也」という文を「言心未嘗不苞藏」と説明している(33)。楊説にしたがうと、「臧」は包蔵

の意味で、「志」とは心の内に包蔵されるものだが、これから述べるように、この「臧」こ
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そ章炳麟の解蔽篇解釈のキーワードになる。 
 
臧とは、瑜伽師のいう阿羅耶識である。（中略）その能臧、所臧、執臧をいっているの

だ。諸々の種子を持っているため、能臧である。諸々の熏習を受けるため、所臧であ

る。諸々の根に任すため、執臧である。圜府のように子銭と母銭を鋳造して民衆に流

布させる。民衆が税を納める際にまたその銭を圜府に捧げる。圜府はあらゆる銭貨の

軽重を掌握し、越えることはさせない。ゆえに臧という。能臧と所臧は『荀子』にお

ける「志」である（原注：「志」はすなわち「記志」の「志」）。臧識は無覆である（原

注：『成唯識論』）。無覆だから「已に藏する所を以て將に受けんとする所を害はず」 
〔臧者、瑜伽師所謂阿羅耶識。（中略）謂其能臧、所臧、執臧。持諸種、故爲能臧矣。

受諸熏、故爲所臧矣。任諸根、故爲執臧矣。若圜府然、鑄子母之錢以逮民、民入稅、

復以其錢效之圜府。圜府握百貨輕重、使無得越、故謂之臧。能臧、所臧、書之所謂志

也。志即記志之志。而臧識者無覆、《成唯識論》。無覆故不以已臧害所將受。〕（『全集 國

故論衡』、131-132頁） 
 
章炳麟は『荀子』における「臧」を仏教の阿羅耶識（ālaya-vijñāna）と同一視する。「阿羅

耶識」は真諦（パラマールタ、499-569）による訳語であり、同じ概念を玄奘（602-664）は

「阿頼耶識」と表記し、「臧識」と意訳した。ここの「臧」は「處」に言い換えることもで

きるように、いわばある場所、空間的なもののイメージがついている（『全集 國故論衡』、

132頁）。章は「臧」を圜府、つまり貨幣を管理する機関にたとえる。圜府は必要に応じて

重い通貨（母銭）と軽い通貨（子銭）を流通させるが、それらはまた税という形で圜府に

入ってくる。つまり通貨の軽重はすべて圜府に決められ、圜府を凌駕するものはほかにな

い。圜府に類似する臧識は滞りがないため、すでにできあがった認識が新たな知の形成を

阻害しないという。では藏識は、五官と心からなる天官とどういう関係があるのだろうか。 
 
5-2．臧識と天官 
この問題は解蔽篇における「異」の解釈と関連している。 

 
異とは瑜伽師のいう異熟である。異熟は三つがある。荀子のいうことは異類而熟にあ

たる。臧識が諸々の種子を持ち、、異熟識という。六識は異生という。異端而熟の場合、

感官は五つあり、対象も五つあるため、「知れば而ち異有り」。およそ人の知は必ず五

遍行境がある。それらは觸・作意・受・想・思という（原注：解釈は「原名」に見る）。

五遍行は阿羅耶識とともに作用し、觸と受の場合、色・聲・香・味・觸は「同時に兼

ねて之を知る」ことができる。それを燕游飲食者で検証しよう。手で、口で、鼻で、

その容姿を見て、その演奏と歌を聴き、つまり耳と目はともに使われる。五官の対象
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は前に寄り集まる。五官は同時に対象物を感覚し、「受」の機関が異なるとはいえ、そ

れらを統率するのは意識だ。内は阿羅耶識に依拠し、タイミングを間違えず、それと

ともに転じる。ゆえに「夫の一を以て此の一を害はず」という。 
〔異者、瑜伽師所謂異熟。異熟有三、孫卿之言、當異類而熟也。以臧識持諸種、引以

生果、名異熟識、而六識名異熟生。異類而熟、官有五根、物有五塵、故知而有異。凡

人之知、必有五徧行境、謂之觸、作意、受、想、思。解見《原名》。五徧行者、與阿羅耶

識相應、當其觸受、色聲香味觸、可以同時兼知也。驗之燕游飲食者、持觴以手、歠之

口、臭之鼻、外接技樂歌兒、物其儀容、聞其奏誦、則耳目兼役之。五官輻湊以至於前、

五官同時當簿其物、雖異受、大領錄之者意識也。內即依于阿羅耶識、不愆期會、與之

俱轉、故曰“不以夫一害此一”。〕（『全集 國故論衡』、132頁） 
 
解蔽篇における「異」は唯識論の「異熟」、より厳密にいえば「異類而熟」（ほかに異時

而熟、変異而熟がある）によって理解されている。それは過去の善悪の行為が因となり、

それと異質な（善でも悪でもない）果が熟して生じることおよびその果である。唯識論で

は阿羅耶識を指して異熟識といい、六識の作用と対象はそこから生じたという意味で異熟

生という。同じ阿羅耶識から、それぞれ異なる五つの認識機関の働きが生じる場合、その

認識対象も五種類に分かれる。「知而有異」とはこのことを意味するという。だからこそ、

五遍行の「觸」・「受」段階では「同時兼知」が可能である。五官が同時に取り入れた異な

る種類の感覚与件を、意識すなわち天官としての心が統合・整理する。ちなみに「夫の一

を以て此の一を害はず」に関する楊倞の注では「物が輻湊してくるとはいえ〔物雖輻湊而

至〕」(34)というように輻湊するのは「物」であるが、章炳麟の場合は五官である。そこに、

対象を受け取る認識能力としての感性のほうに論述の重心が傾いていることが窺える。 
ところで、「異」を「異受」と捉え五官の差異を強調するだけなら、ことわざ仏教の「異

熟」概念を持ち出さなくてもよいはずだ。にもかかわらず、章炳麟が執拗なほど「異熟」

を議論に組み入れようとするのは、阿羅耶識の存在を解蔽篇の文脈において論証するため

ではないだろうか。阿羅耶識によって意識も含めた天官による感覚の差異性と認識の整合

性は同時に担保される。このことは、「心生而有知、知而有異」における「心」はもはや単

に天官の一つとしての心あるいは六識における意識ではなく、六識の根底にある阿羅耶識

にも通じているものだ、ということを示唆している。 
章炳麟はこうした阿羅耶識を基盤とした「心」の構造を『荘子』外物篇の「心無天游、

則六鑿相攘」という言葉で表現している。「游」は、許慎『說文解字』によれば「旌旗の流」

つまりはたあしであって、「縿」に関しては、段玉裁『說文解字注』は「流」の帰属する旗

の本体としている(35)。複数の「流」が「縿」に付けられており、この「縿」は『荘子』のい

う「天游」にあたるとされる。章は許慎や段玉裁の説を踏まえつつ、阿羅耶識を「縿」に、

六識を「流」にたとえ、阿羅耶識がなければ六根・六識はもつれてしまうという（『全集 國
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故論衡』、133頁）。 
 
5-3．意識の限界と知の可能性――「心」と「道」 
上述のように意識としての心は五官の感覚を整理する役割を担う以上、どうして阿羅耶

識というもう一つの審級を新たに設けるのだろうか。章炳麟によれば、それは意識がいつ

も安定を保つとは限らないからだ。意識は大きく独頭意識、明了意識、乱意識という三種

類があり、そのなか、独頭意識は五識とともに働きはしないもので、明了意識と乱意識は

五識と一緒に作用するものである（『全集 國故論衡』、133頁）。意識としての心は「自禁、

自使、自奪、自取、自行、自止」というように、つねに自ら動いて一つの状態から別の状

態へと移り変わり、「夢」（夢想）や「劇」（騒がしく煩わしいこと）で乱れてしまうのに対

して、対象をはっきりと区別して認識する能力を有する阿羅耶識にはそういった乱れが生

じない（『全集 國故論衡』、133頁）。前出の「心未嘗不動也。然而有所謂靜、不以夢劇亂

知謂之靜。」という解蔽篇の原文を踏まえれば、「夢」や「劇」で乱れない阿羅耶識の在り

方は「靜」にほかならない。章の叙述では解蔽篇における「動」と「靜」の構図は意識と

阿羅耶識の相対関係を表現していると考えられる。「靜」が「虛」、「壹」と結びついた「虛

壹而靜」というモードは「道」すなわち真理へのルートを保証している。解蔽篇ではこの

ように記されている。 
 
未だ道を得ずして道なるものを求むは、之を虛壹にして静なりと謂ふ。之が作（おき）

て、則ち將に道の虛なることにしたがはんとし、虛ならば則ち入り、將に道の壹なる

ことを事めんとせば、壹ならば則ち盡くし、將に道の静なることを思はんとし、静な

らば則ち察す。 
〔未得道而求道者、謂之虛壹而靜。作之、則將須道者之虛、虛則入。將事道者之壹、

壹則盡。將思道者之靜、靜則察。〕（『全集 國故論衡』、134頁） 
 
これは章炳麟が王念孫の『讀書雜志』に載っている王引之の見解にしたがって原文を改

訂したものである。ただし王引之が「道者」を「道人」（君子）としたのとは違い、章は「道

者」を「道」の本体と理解している（『全集 國故論衡』、134頁）。この理解は「明見」冒

頭の「道者」にも呼応していると思われる。章によれば、「作之」の主語は意識であり、意

識が作動する際に「枝」（散らかること）、「傾」（片方に偏ること）、「貳」（二つに分かれる

こと）が生じる恐れもあり、つねに虛、壹、靜のままであるわけではないが、虛、壹、靜

さえ保てれば、「道」に近づくことができる。章は虛・壹・靜に同じく解蔽篇の用語である

枝・傾・貳を対置し、「道」を追求したり見失ったりするという意識の両面性を明らかにし

ている。意識はときに動転し混乱に陥り、それでもなお真理に接近する可能性が残される。

「彼れは阿羅耶識を依拠とし、道を知ることができる〔彼以阿羅耶識爲依、足以知道〕」（『全
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集 國故論衡』、133頁）とはこの事態を表明している。 
「知道」の可能性を担保するのは阿羅耶識の存在、換言すれば「心」の二重構造にほか

ならない。章炳麟は『荀子』における「心」は実は阿羅耶識と意識を併せ持つものだと明

言し（『全集 國故論衡』、133頁、134頁）、「心」を改めて構造化しようとしている。この

構造化された「心」はさらに「心の真如相は大乗の体を示す。心の生滅相は大乗それ自体

の体・相・用を示す〔心真如相、示大乘體。心生滅相、示大乘自體相用。〕」という『大乗

起信論』における「心」概念につながる(36)。一方で末那識を「心」ではなく、「生の然る所

以の者〔生之所以然者〕」すなわち「性」とみなされる。 
もっとも、『荀子』においても「心」は道を知るという役目を負っている。「故に治の要

は道を知るに在り。人は何を以て道を知るや。曰く、心なり。心は何を以て知るや。曰く、

虛壹にして靜なり〔故治之要在於知道。人何以知道。曰、心。心何以知。曰、虛壹而靜〕」

というように、虛・壹・靜である心によって道を知ることは政治の根幹に関わっている。

章炳麟も「心なる者は道の工宰なり。道なるものは治の經なる理なり〔心也者、道之工宰

也。道也者、治之經理也〕」という正名篇の一文を引用して、心は道の主宰で、道は政治を

行うための根本法則であることを認める。 
ただし章炳麟自身の文脈では、道は政治の領域にも『荀子』にも限られず、むしろ諸子

百家さらには世界各地の学問に共通して志向される究極的な対象である。そのため、道は

「經理」として現れる場合もありつつ、それと完全に同一化するものではない。道そのも

のと道を表象するものはあくまで区別されている（『全集 國故論衡』、130頁）。同じ『國

故論衡』の「原道下」において章は『韓非子』解老篇の議論に基づき、「道」を仏教の「如」

（真如）とみなし、「理」は差異的なものであるのに対して「道」は差異のないものである

と説く（『全集 國故論衡』、120頁）。 
この構図にしたがえば、章の哲学では『荀子』の「天官」による弁別作用の対象は事物

の理にほかならないし、「正名」の営為によって言語的に分節化された世界はとりもなおさ

ず理の世界である。ただ、理は単に客観的な実在ではなく、章が「玉を加工することは理

という」(37)と解釈したように、もともと主体的な営為でもある。したがって理は主体と事

物を媒介するものとして、事物への通路を提供する。しかし章は、既存の理が公理の名義

で真理性を独占するような事態を防ぐため、どこまでも理と道（真理）を区別している。

つまり一方で、もし道を理と完全に隔たっている彼岸にあるものとすれば、人間の知性的

な営みは無意味となる。他方で、道を特定の理に同定してしまうと、その理は公理として

の普遍性を振りかざし、個人に対して抑圧的なものになる(38)。この理と道の両義的な関係

は「心」の独特な構造に反映されている。心の自己更新の契機として導入された阿羅耶識

は、すでに心に貯蔵された表象を一度括弧に入れ、新たな表象を迎え入れて知識全体を更

新していくことをつねに可能にしている。   
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おわりに 
以上、本稿は『荀子』正名篇を「認識論的論理学」として論じた桑木厳翼「荀子の論理

説」を手掛かりとして、その視座を共有したと思われる章炳麟の『荀子』正名篇、解蔽篇

解釈を追ってきた。章は、「正名」の認識論的な性格を押さえ、事物の認識からいかに概念

が生成するかを考察した点に限れば、桑木の荀子論の延長線上にあるともいえる。とくに、

主観側による認識の構成を強調することは両者に共通する。ただし、『荀子』における「心」

については、桑木は統覚・自己意識として把握したものの、それ以上の追究はしなかった。

それに対して章は『荀子』解蔽篇解釈を通して一歩進んで「心」を意識と阿羅耶識の複合

体と捉え、認識の自己更新のメカニズムと真理にアクセスする可能性を検討した。こうし

た「心」の二重構造は章炳麟の哲学でどういう位置を占めているか、「心」「道」「理」とい

う諸概念の関係、章の『荀子』解釈とその斉物思想の関係はどのようなものなのか、そも

そも『荀子』は章の思想全体にとって何を意味するか、数多くの課題はまだ残っているが、

本稿はその解決のための第一歩となるのであろう。 
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