
  

明治後期における服部宇之吉の儒教理解について

−−−−Konfuciusに見える「孔子教」論の萌芽 

水野 博太 

 

はじめに 

 本論文は、明治末期から昭和初期にかけて東京帝国大学文学部「支那哲学」

講座の担当教授を務め、また戦前最大の儒教団体であった「斯文会」において

教化部長・副会長などを歴任して実質的指導者となるなど、長らく「支那哲学」

界の中心にいた服部宇之吉（1867-1939）を考察の対象とする。 

 本論文の中心的な分析対象となるのは、服部がドイツ留学中の明治 35（1902）

年に著したドイツ語小冊子 Konfuciusである。同書の存在は『服部先生古稀記

念論文集』（冨山房、1936年）の著述目録にも、また「服部先生追悼録」（『漢

学会雑誌』第 7巻第 3号、1939年）中の著述目録にも記されているにもかかわ

らず、従来の服部研究においては分析対象とされてこなかった。しかし、同書

には後の服部の「孔子教」論の基礎を形成するような儒教観・孔子観を見出す

ことができ、服部個人に関する研究としても、また近代日本における中国哲学

史研究の一環としても検討価値を持つ資料であると思われる。 

 同書は、服部が儒教・孔子を中心的な論題に据えた初めての著作であり、以

後の彼における儒教・孔子に関する言説の基礎をなしている。本論文では、ま

ず Konfuciusの内容を概観し、後年の服部の「孔子教」論を形成する「人格」

「天命」といった重要な概念を抑えつつ、その成立背景を同時期の日本哲学界

と比較しながら、また服部と同じく西洋哲学を背景としながら孔子や儒教を論

じた大西祝（1864-1900）との比較を通じながら、服部の思想を捉えることを試

みる。なお句読点の打たれていない史料を引用するに際しては、適宜句読点を

補った。 

 

1 Konfuciusにおける「人格」（Persönlichkeit） 

（1）服部のドイツ留学と Konfuciusの持つ意味 

 服部宇之吉は明治 23（1890）年に帝国大学文科大学哲学科を卒業後、文部省、

第三高等中学校教員、高等師範学校教授などを経て、文部省時代の恩師である
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濱尾新および大学時代の恩師である外山正一両文部大臣の秘書官を務め上げた

後、明治 32（1899）年 5月に東京帝国大学文科大学助教授に就任した。そして

同年 9月に文部省から清国およびドイツへの計 4年間の留学を命じられ、まず

清国・北京に赴いたものの、翌年 6月には同地で義和団事件に遭遇し、留学生

活は頓挫することとなった（１）。義和団事件の収束後、明治 33（1900）年 9

月に帰国を果たした服部は、改めて文部省より「漢学教授及同研究法研究」を

目的としてドイツ留学の命を受け（２）、同年 12月に日本を出発した。このド

イツ留学について残された資料は極めて少ない。服部自身の回想も、僅かに「自

叙」において次のように述べられているのみである。 

 

明治三十三年十二月独逸に向け出発し、印度洋を経てマルセイユに上陸し、

陸路ベルリンを経て二月初旬留学地たるライプチヒに着きました。同地に居

ること一年にしてベルリンに転学した。ライプチヒに於ては支那学助教授ド

クトル・コンラーデー氏、又ベルリンに於ては東洋学セミナールの支那語教

授ドクトル・グルーベ氏と親しく交り、その他二三の講義を聴き、主として

支那哲学に関する文献を蒐集した。（３）  

 

 服部は、ライプツィヒ大学およびベルリン大学に滞在した。「コンラーデー」

はライプツィヒ大学に勤務したアウグスト・コンラーディ（August Conrady）

であり、また「グルーベ」はベルリン大学に勤務したヴィルヘルム・グルーベ

（Wilhelm Grube）である。1901 年 2 月にライプツィヒに到着した服部は、お

よそ 1年半のドイツ生活の後、日本政府から清国・京師大学堂（北京大学の前

身）におけるポストを打診されるとこれを受諾し、1902年 6月には帰国の途に

就いた。その後、服部は京師大学堂・師範館において外国人教師としては最高

位である正教習の地位に就き（４）、1909年 1月に帰国するまで同地で教育に

従事した。 

 Konfuciusは、上記のドイツ留学中に執筆され、帰国年の 1902年に出版され

た。現代ドイツ語では一般的に Konfuzius、英語では Confucius と綴られるこ

の単語は、もちろん「孔子」を意味する語である。服部の日本語著作の中で、

最も早く「孔子」または「孔夫子」を題名に含んだものは、管見の限り明治 43

（1910）年 4月刊行の『弘道』（日本弘道会）に掲載された「孔夫子の人格」

および同年同月刊行の『日本及日本人』（政教社）に掲載された「支那人の見
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たる孔夫子」であるが、この Konfuciusの出版は明治 35（1902）年であり、こ

れらよりも約 8年早く出版されている。それのみならず、この Konfucius には

その後の服部の儒教観・孔子観の中核を構成する基本的な主張がほぼ揃って見

えており、服部における「孔子教」論の成立を考える上で大きな示唆を与える

ものである。 

 明治 32（1899）年の留学以前の服部の著作およびその学風については、以前

拙論で論じたこともあるのでここでは詳述しないが（５）、著作の一部におい

て儒教あるいは孔子に言及することはあっても、それを主題として取り上げる

ことはなかった。一方で服部は、明治 42（1909）年に京師大学堂における職務

を終えて帰国し、東京帝国大学教授として本格的な活動を開始してからは、ほ

ぼ生涯に渡って儒教および孔子を論じ続けることになる。これは明治 32（1899）

年から明治 42（1909）年までの間、すなわち服部が主として海外において活動

していた時期において、彼の孔子に対する認識が変化したことを窺わせるもの

であるが、明治 35（1902）年に出版されたこの Konfuciusは、まさにその変化

の渦中の時期に著された著作として、検討に値する書籍であろう。 

 

（2）「孔子の教え」（Lehren des Konfucius）と「人格」（Persönlichkeit） 

 同書は、まず 17ページに渡って章立ての無い議論が続いた後、最後の 2ペー

ジにおいて„Anhang: Einige Sprüche des Konfucius“（補遺：孔子によるいく

つかの箴言）と題し『論語』および『孝経』からの抜粋が箇条書きで記される

という構成になっている。 

 Konfucius の本文は、中国の広大さと、それによって生じる各省の独立性に

ついての言及から始まる。中国は「広大な面積と、莫大な数の人口とを有する

国家」（６）であり、一部の地域を除いては国内の交通も易しいものではない。

各省はほとんど自立した状態にあり（７）、各地域の住民は方言（Dialekte）

を話し、それぞれの方言は、別々の地域の人間のあいだにおける意思疎通に困

難が生じる程に異なっているという（８）。このような中国認識自体は、既に

西欧人による中国での布教・商業経験が蓄積されていた当時にしても殆ど常識

の範囲に入るものであったとは思われるが（９）、これに続いて服部は次のよ

うに述べる。 

 

このような、またさらに別の視点からすれば別々の独立した部分にほとんど
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分かれてしまいかねない中国において、何が国家の統一を維持しているのだ

ろうか。それは、主として孔子の教えである。（10） 

 

 Konfucius に見出すことのできる孔子観と、より晩年の「孔子教」論とは完

全に同一ではないが、この「孔子の教え」（Lehren des Konfucius、英：Teachings 

of Confucius）こそが広大な中国の統一を維持しているという主張は、服部の

生涯において一貫しており、彼の孔子観の基礎を形成している。同様の主張は、

日本語においては早くは明治 42（1910）年における講演においてほぼ同じ論旨

の議論が見え（11）、大正 5（1917）年に出版された『孔子及孔子教』にも同

様の議論が見える（12）。 

 ここで、服部が一般的に「儒教」を指す Konfucianismus（13）ではなく、Lehren 

des Konfucius という呼称を用いていることに着目したい。服部は Konfucius

においてわずか一度しか Konfucianismusという語を用いていない（14）。それ

も、孔子の死後に弟子ごとに分派した各学派を指して Schulen des 

Konfucianismus（英：Schools of Confucianism）と呼ぶ文脈において使用して

おり、孔子以前をも含めたいわゆる「儒教」の総称としては用いているのでは

ない。のちに服部は「欧米人の所謂コンフューシァニズムなるもの」について

「孔子以前の支那の教と孔子の教とは大に違ふ」と述べた上で、「孔子は従来

の教に大なる改革を加へたといふので、特にコンフューシァニズム即ち孔夫子

教といふのであるかと問へば、欧米人は右様の区別を全く考へては居らぬので

ある」と述べ、「欧米人の説は孔子の真意を得ざるものがある」「名と実が一

致せぬ」と批判している（15）。服部が Konfuciusにおいて Konfucianism の使

用を徹底して避け、Lehren des Konfucius という呼称を用いたのは、明治 35

（1902）年の時点で既に上記のような問題意識、すなわち一般に言う

Konfucianismus あるいは Confucianism は、孔子の以前と以後とで明確に区別

されるべきであるという考えを抱いていたからであると考えられる。それでは、

そのような「孔子の教え」とは一体どのようなものなのだろうか。 

 『論語』において、孔子は自らの教えを体系立てて述べているとは言い難く、

同じテーマに関する質問についても、弟子や場面に応じて様々に異なった答え

方をしている。服部によれば、「それぞれの答えは、まさに門弟ごとの人格

（Persönlichkeit）と素質（Anlagen）とに応じたものであった」（16）。 

 個々の断片的な言説とその集積が非体系的であることは孔子の教えそのもの
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が非体系的なものであったということを意味しないと、服部は考える。個々の

表出される教えは「彼の人格において統合され、また完全な連関と調和の中に

もたらされた」のであって（17）、「孔子自身が、まさに彼の哲学の中心点で

あり、そこにおいて彼の教えの全てが体現されていた」のである（18）。すな

わち服部によれば、「孔子の教え」の本質は「孔子」という人物そのもの、更

に言えばその「人格」（Persönlichkeit）にこそある。それゆえに「孔子」を

尊敬すると言うときには、その「人格」が直接の尊敬の対象となり、敬意を呼

び起こす泉源となる。このことを後に服部は、「孔夫子は何処迄も完全円満理

想的の人格として之を尊ぶという、斯ういふ所に孔夫子の孔夫子たる所の非常

なる偉大の点があると思ふのであります」（19）と述べた上で、この「孔夫子

の人格」こそが「当時に在って衆人を感化し、又二千年の下今日に至って我々

をして景慕［ママ］措く所を知らしめざる、而も東洋の世道人心を維持し、支

那の四億万の人種を統一する偉大なる力」であると説明している（20）。 

 

（3）同時期の日本哲学界 

 服部が Konfuciusにおいて見せた「人格」に対する強い関心は、同時代、つ

まり明治 20年代後半から 30年代前半にかけての日本哲学界における西洋哲学

の受容状況と軌を一にするものであった。当時積極的に受容された西洋哲学と

は、カント哲学および倫理学であり、それを継承・発展させたイギリス理想主

義——具体的に言えば T.H.グリーン（Thomas Hill Green）——である。グリーン

を本格的に日本に紹介したのは、帝国大学文科大学教授の中島力造であった。

Personality の訳語としての「人格」という言葉も、このグリーンの倫理学説

をめぐって井上哲次郎にから中島に提案され、流行したものであったという

（21）。 

 中島が留学先のアメリカから帰国したのは明治 23（1890）年 3月、帝国大学

文科大学講師属託として「倫理学」を教授し始めたのはその 9月のことである。

服部は同年 7月に帝国大学を卒業しているので、帝国大学においては中島と直

接の接点を持っていた訳ではない。しかしながら、中島によって紹介されたグ

リーンの倫理学説は、彼に倫理学を学んだ中島徳蔵、西田幾多郎、溝淵進馬ら

によってさらに受容・講究されつつ、その研究成果が『哲学雑誌』や『教育時

論』上に発表されており（22）、また明治 30年前後には中島力造本人によって

も改めてその紹介がなされている（23）。第三高等中学校および高等師範学校

92



  

において教職にあり、自らも倫理学の教科書を執筆し（24）、かつ『哲学雑誌』

に寄稿経験を持っていた服部が、そのような哲学・倫理学界の動向を知らなか

ったとは考えにくい。孔子の「人格」にその思想の本質を見る服部の視点は、

このような日本の哲学界、特にグリーン哲学の受容の状況に影響を受けたもの

であると言える。 

 服部によれば、孔子の「人格」の偉大さは「完全なる知（Intellekt）・情

（Gemütes）・意（Willens）の調和に基づく」という（25）。取り分け重要な

のは意志の力（Willenskraft）であり、孔子はドイツの教育学者・心理学者で

あるヘルバルト（Johann Friedrich Herbart）の用語で言う「内面的自由」（innere 

Freiheit）（26）を有していた（27）、と服部は述べている。テーテンス（Johannes 

Nikolaus Tetens）が発意し、カントが継承した「知・情・意」の三分法は、明

治期の日本においても特に心理学の分野で広く受け入れられ（28）、服部自ら

も京師大学堂における授業用の教科書『心理学講義』において用いた分類法で

ある（29）。 

 ヘルバルトは段階教授説などで知られるが、このヘルバルトに影響を受けた

ライン（Wilhelm Rein）などのいわゆるヘルバルト主義教育思想は、明治 20

（1887）年に来日したドイツ人教師・ハウスクネヒト（Emil Hausknecht）によ

って初めて日本に導入されたのち、明治 20年代後半にかけて全国的に爆発的な

流行を見た。ハウスクネヒトは明治 20（1887）年から 22（1889）年にかけて帝

国大学文科大学特約生教育学科において「教育学」を教えているが、これは服

部の在学年と重なっている。もっとも、特約生教育学科は服部が属していた正

規課程とは別の入学・修了体系を有しており（30）、服部が特約生教育学科に

所属していた訳ではなく、また当時の服部がハウスクネヒトに対して特別な関

心を抱いていたかも定かではない。しかし第三高等中学校及び高等師範学校に

おいて教職者であった服部にとって、ヘルバルト主義教育思想は馴染み深いも

のであった筈であり、実際に明治 29（1896）年の『倫理学』では、ヘルバルト

の「五箇の道徳的観念」と儒教道徳の「仁義勇誠」とを比較している（31）。

服部は大正 7（1918）年に東京帝国大学で行った公開講義において、孔子の「仁」

には「成己」「成物」の二要素が含まれているが、「成己」は「知情意三者の

円満調和的発達によりて始めて現実と」なるものであり、これはとりもなおさ

ず「自我実現説」であると述べている（32）。「孔子の教え」の本質を知・情・

意の円満な発達に見つつ、そこに「自我実現」を重ね合わせる視点は、服部の
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孔子観において一貫したものであったと言えよう。 

 

2 Konfuciusにおける「天命」（Schicksal） 

 「人格」（Persönlichkeit）に加え、もう一点 Konfuciusにおける服部の孔

子解釈を特徴づけているのは、「天命」（Schicksal）への強い関心である。す

なわち服部は、孔子の道徳哲学（Morallehren）の基礎には、「天命」を確信す

ること、及びその「天命」に従うことがあると考えている。服部は、次のよう

に述べる。 

 

行為と結果との間には、ある定められた関係がある。正義（Rechte）は行為

者に幸運（Glück）をもたらすのに対して、不正（Unrechte）は不運（Unglück）

をもたらす。これが天の意志（Wille des Himmels）である。しかし、それ

があらゆる場合において確実に生じることを期待すべきではない。［作物の］

収穫は自然に依存するものであり、幸運は天命（Schicksal）に依存するも

のである。それに賛成することも、反対することもできない。ただ、為し得

かつ為すべきことを為し、その結果を天に委ねることしかできない。しかし、

行為の結果が当然に不運となるということは決してない、という態度を取ら

ねばならない。正義を為し、あるいは義務を果たした、従って為し得る限り

全てのことを為したという意識の下でこそ、完全な内なる平安（Frieden）

を享受して然るべきなのであり、落ち着いて結果を受け入れることができる

のである。（33） 

 

 服部によれば、これこそが「孔子の道徳哲学の基礎にある思想（Idee）」で

あり（34）、この思想に至るためにこそ「知情意の調和の取れた発達が絶対的

に必要」である（35）。そのための方法が、「五経」を中核とした教育なので

あった（36）。 

 「孔子」と「天命」といえば、『論語』中の「五十而知天命」という言葉を

想起し、また彼の晩年の諸国遍歴を思い浮かべよう。服部も Konfucius におい

て、孔子は「多くの不運に遭遇した、長く厳しい遍歴」の後に故郷に戻ったこ

とを述べている。しかし服部によれば、その遍歴を経ても孔子は尚「またいず

れ彼の時代が来るであろうという希望に満ちていた」。服部は、孔子が遍歴後

に抱いたこの希望こそが「彼の道徳的な教説と信念との特徴を、明確に示して
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いる」のだという（37）。 

 孔子が遍歴を経てもなお「希望に満ちていたこと」が、なぜ彼の「道徳的な

教説と信念との特徴」とを示すことにつながるのか。Konfucius においてはそ

れ以上深い言及はなされていないのだが、明治 43（1910）年の講演「儒教の天

命説」においては、この点に関連しつつ、服部の「天命」観がより明確に示さ

れている。この講演において服部は、「天命」には「二義」があるとする。第

一義の「天命」とは、「総ての人に対する命令」であるが（38）、直接的には

「天子」などの限られた人物にのみ下され、その他の人々には間接的に下され

ることとなるものであって、「去就」を伴うものである（39）。一方で、第二

義の「天命」とは「生死夭寿、或いは富貴貧賤は天より之を制すと云ふ意味の

天命」である（40）。『論語』において、孔子が「五十而知天命」（為政）と

言う時の「天命」が第一義の天命であり（41）、一方で子夏が「死生有命、富

貴在天」（顔淵）と言う時の「命」および「天」は第二義の天命を指すものと

される（42）。言い換えれば、第一義の「天命」とは「人が自身に進歩発達努

力する根原が其処から出る」所の「天命」であり、第二義の「天命」とは「人

事を尽して時の遇不遇は是命なりとして、外に在るものを求めずして己に在る

ものを尽す」際に意識される「天命」である（43）。 

 このような「天命」の二分法は、伝統的な朱子学の文脈においても見られる。

例えば、陳淳は『北溪字義』において「命」には「理でいう場合」と「気でい

う場合」の「二義」があるという。「天命之謂性」（『中庸』）「五十而知天

命」などという場合の「命」は「理だけを指して言った」ものである。一方で、

「貧富・貴賤・夭寿・禍福」について述べた「死生有命」や、「智愚・賢不肖」

について述べた「仁之於父子、義之於君臣、命也」（『孟子』尽心下）と言う

ときの「命」は「気」について説いたものであり、「天から授かった気に長短・

厚薄の不揃いがあることを」言っているのであるという（44）。この『北溪字

義』による「命」の二分法は、先の服部の「天命」の二分法と概ね重なるよう

にも見えるものの、前者が「五十而知天命」の「命」を「理」と見ているのに

対し、服部はその「天命」をあくまでも「命令」であって「遂行」すべきもの、

「進歩発達努力する根源が其処から出るもの」と解釈している点で異なってい

る。 

 服部も、自身の考えを朱子学のそれとは区別しようとする。例えば、上述の

『北溪字義』が示すような「気」の「天稟の厚薄」によって「富貴貧賤寿夭の
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別」が生じるという考えは「ファタリズム［fatalism：運命論］」であって、

「孔孟の所謂天命はファタリズムで無いのであります」として退けている（45）。

また『論語集注』における朱熹の注釈についても「私はどうも朱子の此解釈に

は服することが出来ない」と述べている（46）。朱熹は「五十而知天命」につ

いては「天命［...］乃事物所以当然之故也」と注釈し、また「四十而不惑」に

ついては「於事物之所当然、皆無所疑」と注釈しているが（47）、服部はこれ

について「朱子語類などに拠つて［...］解り易く申せば、四十而不惑と云ふこ

とは［...］孝とか忠とか信とか云ふものがそれが人の当に為すべきの道である。

と云ふことを知つて、それを信じて疑はないのが不惑である［...］もう一段進

んで其当然の道と云ふものの本源本拠を知らなければならぬ、それを知つたの

が知天命である」と朱熹の解釈を整理したうえで、「当為の道を知つた上で、

其道が人性に基くものであると云ふことを知るのに十年の年月がかかるか」と

疑問を呈し、『朱子語類』においても同様の問答があるが、朱熹の弟子に対す

る回答では「疑問は解決されていない」と述べている（48）。なお服部は、「五

十而知天命」の解釈については朱熹以外の注釈にも概ね批判的であるが、清代

後期の学者である劉宝楠の『論語正義』については「天の使命を感得したと解

釈」しているとして「当を得たもの」と評価している（49）。 

 服部によれば、孔子晩年の遍歴は第一義の「天命」を「知」ったことに基づ

くものであった。すなわち「天命我に在りといふことを信じた孔夫子は之を行

はむとするが為めに、天下を巡遊し席暖かならぬ程天下を周遊された」のであ

り、「孔子一生の活動」はまさに「五十而知天命」から生じている。それゆえ

「孔夫子の人格の偉大なる所以は「知天命」の自信といふものがあるから」な

のであり、「孔夫子を理解し、論語を解釈せむとするには、又孔夫子の教学の

趣意を知らむとするには、此「知天命」といふ三字に注意しなければならぬ」

のである（50）。 

 ここから翻って Konfuciusにおける服部の「天命」観を見ると、そこには未

だ積極的に「天命」を「二義」に分けようという議論を見ることはできない。

しかし「収穫（Ernte）は自然（Natur）に依存するものであり、幸運は天命

（Schicksal）に依存するものである。それに賛成することも、反対することも

できない」と上記の「第二義」に類する天命観を述べる一方で、その「天命」

に基づく結果を受け入れるには「行為の結果が当然に不運となるということは

決してない」という信念の下に「為し得る限り全てのことを為」すことが求め
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られている。また、別箇所では「天」（Himmel）の存在とその「至高の道徳的

な力」に対して確信を持つことが必要であると述べられており（51）、「天」

と「天命」への確信が、それに基づいた行動へと繋がる可能性を示している。

これは「天命我に在り」という「確信」の持ち方をするような上記の「第一義」

の「天命」観とはやや異なるものではあるが、その萌芽をここに見て取る事は

不可能ではない。また Konfuciusにおいても服部は、孔子は「古代の賢帝の道

徳及び政治原則の回復を通じた社会の再生」が必要であると感じていたが、そ

れは自分以外には行い得ないという確信を、自身の「良心」（Gewissen）に基

づき得ていたとしている（52）。ここには「良心」と「天命」の開きはあるも

のの、全体としては、明治 40 年代に表出された「天命」の議論の原型が、

Konfuciusに現れていることを見て取ることができる（53）。 

 この「天命」という概念は、その後の服部の「孔子教」論においても極めて

重要な概念であり続け、また服部の「孔子教」解釈を特徴づける概念ともあっ

た。中島隆博が指摘しているように、戦前日本の儒教は広く「宗教ならざる倫

理もしくは道徳の教え」として理解されており（54）、服部もまた、辛亥革命

後に中国において展開された康有為らによる儒教国教化運動、すなわち「孔教

運動」に対する批判の中で、「孔子教」は「宗教」ではないとする論を形成し

ていった（55）。一方で、服部の「孔子教」論における「天命」とは、「孔子

の教え」が完全に「倫理」に回収されることに対して留保を付するものでもあ

った。すなわち服部によれば、孔子はそれ以前の「原始儒教」における「宗教

的要素」を排除しつつ、その教えを「倫理的」に説いたのではあるが（56）、

同時に「孔子の教への根本は天及び天命に関する孔子の信念」なのであって、

それは「孔子の人格の原動力」となるような「宗教的信念」である（57）。無

論「孔子教」は決して「宗教」ではないのではあるが、一方で「此の宗教的信

念を度外視して、孔子教は単に現世と人事とのみを説」くものと捉えることも

また「大なる誤り」なのである。中島は、このような服部の「孔子教」論が持

つ「宗教」性を「哲学的宗教性」と呼び、それが「国民道徳論」を超えて「宗

教」的次元を有する倫理道徳を形成しようとする動きの中に位置付けられるこ

とを説いている（58）。 

 Konfucius において現れた「天命」に関する議論は、のちに孔子の教えの核

心部分として「天命」への「確信」があるという議論へと繋がり、最終的には

「孔子教」の持つ「宗教」性への議論へと接続していった。先に見た「人格」
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の問題と合わせて考えれば、服部の儒教・孔子解釈に関する基本的な論点は、

既に Konfuciusの時点で出揃っていたと見ることができよう。 

 

3 もうひとりの「孔子教」論者————大西祝との視点の差異 

 服部に先駆けて孔子および儒教を西洋哲学の文脈において解釈しようとした

人物として、大西祝の名前を挙げることができる。大西は、帝国大学文科大学

哲学科における服部の一年先輩に当たる。カントと前述のグリーンの哲学を吸

収しつつ『良心起源論』などの西洋哲学・倫理学に関する著作を残した大西で

はあるが、儒教に関してもいくつかの論考を残している。 

 大西の儒教観は、明治 24（1891）年の『六合雑誌』第 130・131 号に掲載さ

れた「儒教と実際的道徳」に簡潔に提示されている。大西は、儒教は明治維新

以降の「此二十年来西洋学者流の棄てて顧みざりし」ものではあるが、長年に

わたり「我国従来の風紀道徳」を維持してきた実績があるとする（59）。無論、

往時のように孔子を「完全無欠の大聖人」とみなすような形で「孔子の道徳説」

の再興させることは不可能であるが（60）、一方で儒教にはやはり「一国の風

紀徳教を養成する一勢力」たるだけの可能性が残ってはいる（61）。それは儒

教の持つ「実践的の辺」であり（62）、具体的には「吾人の品性を養成する」

ための「積徳修練の工夫」を「学問の第一義」とし、「品徳を以て万事に越え

て貴ぶべきものとなし、苟しくも之を欠かば社会の栄位に居るの価値なきもの

となしたる」点であった（63）。また「此れが為には万事を犠牲に供するも尚

ほ足らず」という「理想」としての「君子」の概念も、大西は「士人を動すに

有力なるの理想」として高く評価した（64）。 

 小西国継が指摘するように、大西は同様の論旨によって、「武士道」の持つ

「励精刻苦、務めて撓まざるの精神」の側面をも評価している（65）。ここで

は儒教は、「武士道」と並んで、「風紀道徳」の維持・養成に有用な実践倫理

としての側面を評価されている。大西は、西洋の倫理学に比べて儒教が「実行

的」であるが故に尊いとの論は「道徳の実行に関する所なき倫理説は其存立す

べきの理由を有せざるなり」と批判するが（66）、一方で「儒教は之を西洋近

世の倫理学に比すれば其理論的の辺に於ては大に細はしからざると共に、其実

践的の辺に於ては頗る研究の功を積める所あり」としている（67）。儒教に「理

論」の側面が無いとは言わないが、大西にとっての積極的な価値は、やはり「風

紀道徳」に資する「実践」の面にこそあるのだった。 
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 時代をやや遡ると、大西が帝国大学在学中の明治 20（1887）年に著した論考

「孔子教」においては、孔子の「理論」的側面への追究が見られる。そこにお

いて大西は、孔子の思想の要諦を「諸徳の調和」とくに「仁義礼知若しくは知

仁勇の三四の徳」の重視に見出し、『中庸』において徳行が「知仁勇」に分類

されていることは、心理学者が「心の作用」を「知情意」に分類していること

と「相応ずる所」があると述べている（68）。「知仁勇」に「知情意」を当て

はめ、孔子にその理想的な発達を見る姿勢は、先に見た服部の Konfucius にお

ける主張と一致している。また大西は、孔子が「世にありて三千の弟子を率い、

死して支那の後世を支配」した「感化力」の源泉はその「品格」、たとえば「其

弟子を教ふる道、其弟子に接する情」、「天下の民をば棄つるに忍びざるの衷

情」にあるとしているが、これも服部が孔子の尊敬される所以は「人格」にあ

るとした主張と近いものがあるように思われる（69）。 

 しかしながら、先に見た「儒教と実際的道徳」を踏まえて考えれば、大西の

儒教観は、孔子をソクラテスと比肩しうる「道徳哲学者」（Moralphilosoph）

と呼び（70）、西洋哲学・倫理学によってその基礎づけを図った服部のそれと

は、やはり一線を画していると言わざるを得ない。何より大西は、儒教、特に

孔子は「鬼神」や「性」の善悪などの「メタフィジカルの問題」（71）あるい

は「哲学の大問題」（72）に対する回答を避けているとして次のように記し、

孔子を「哲学者」と捉えることのみならず、「支那哲学」という枠組みそのも

のへの懐疑をも示した。 

 

此頃支那哲学てふ一風の哲学ありと思惟して、孔子をば支那の大哲学者と称

するものあれども、此説如何ぞや。予は容易に同意を表し難し。孔子が知り

難きを理由として重大なる問題をばさし措きて之を論及せざりしは、吾人の

太だ遺憾に思ふ所なり。（73） 

 

 また大西は「孔子教」のなかで、「仁」は「愛の意義を最も重し」とするも

のであるが、「尚ほ明白なる定義を下さんと［する］ならば仁は善（グード）

をなすの謂」であって、その「善（グード）」とは「終極の思想にして解釈す

るを得」ないものであると言う（74）。ここではそれ以上議論が深められるこ

とはなかったが、大西はのちに『倫理学』（75）において、儒教の徳目として

の「仁」の倫理学上の限界を示した。大西の『倫理学』では、倫理学の形態と
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して、いくつかの「徳目」を補助としつつ個々の行動が道徳的であるか否かが

その都度直観的に判断される「直覚説」と、「吾人に共通なる善き目的」を示

す「最高規律」を設けた上で個々の行動の道徳性が評価される「形式説」とが

論じられており、儒教の「智仁勇」「仁義礼智」といった儒教の徳目は「直覚

説」の中で語られ、一方でカント哲学は後者の「形式説」の代表とされている

（76）。そこでは、「仁」は「只だ人のためを図る」「其の人に取りて真に善

きものを来たすと謂ふに外なら」ないものであると定義されるが、大西はさら

に「然れども寧ろ吾人の知らんことを要する所はそれより以後の問題にあらず

や。吾人に取りて真に善きものといふことの何なるかを明かにする、是れ倫理

学上の大問題なり」と述べ、あくまでも「仁」が「直覚説」の限界の内にあり、

「真に善きもの」、「善（グード）」が何であるのかについてはその説明を欠

いていることが強調される（77）。この「直覚説」の問題点を解決するものこ

そが、カント哲学を代表とする「形式説」の倫理学であった。 

 大西も、また後の服部も共に「孔子教」という言葉を用いているが、両者が

意味するところは異なる。大西は「孔子は只だ古の聖王を祖述するに止まりて

己れ独得一派の道を開」くことはなかったものの、「真に善く支那固有の思想

を代表」した「支那人中の支那人」であるが故に「支那人」による尊敬を受け

ているのであるとする（78）。一方で服部は、先に述べたように後年にはより

明確に孔子以前と孔子以後とを弁別しているのであるが、Konfucius において

も、孔子は単に先王の道を「述べて作ら」なかったのではないとする。服部は、

次のように述べる。 

 

孔子自身の言葉に拠れば、彼は何も新しい教えを伝えなかった。そうではな

く、彼はむしろ古い教えの伝導者であった。しかし彼は単にそれらを後世に

伝えたのではなく、むしろこれまで展開されてきた道徳的・政治的な教えを

まとめ上げ、ひとつの一貫した教説へと体系化したのである。ただしこの体

系的な繫がりは、ただ彼の精神にのみ存在したのであって、彼の教説は、常

にただ個別的な教えという形でのみ述べられたのであった。（79） 

 

 「古い教え」を「まとめ上げ」「体系化した」という表現は『孟子』の「集

大成」（萬章下）という語を連想させるが、服部はその「体系化」にこそ孔子

の独自性が発揮されていると見る。服部が後に主張するような、孔子は「民族
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的教義」としての「儒教」から「宗教思想」を排除して「世界的教義」として

の「孔子教」を作り上げたのであるという説（80）はまだ Konfuciusには見え

ず、それどころか服部は「孔子の教えは朝鮮・日本にも広まったものの、孔子

はとりわけ中国の賢人であって、彼を理解することは中国を理解しようとする

者にとって絶対に必要である」とまで述べているのであるが（81）、孔子によ

ってそれ以前の教説が独自の形式で体系化され、それによって孔子以前と以後

とを明確に区別しなければならないという基本的な思考は、この Konfuciusに

おいても見出すことができる。 

 大西も、またこの時期の服部も、孔子および儒教はあくまでも「支那」のも

のであると捉えており、そこに西洋哲学の目指すような「普遍性」を無理やり

に見出そうとはしていない。しかし、大西は儒教の有用性を認める一方でその

「哲学」としての限界を見ているのに対し、服部の議論は、孔子および儒教に

西洋哲学との類似性を見出し、あるいは前者を後者によって基礎づけようとい

う姿勢も持ちつつ、評価すべき点は積極的に評価しようとしている。ここに、

後に「支那哲学」の泰斗として「西洋哲学の組織的な研究法をもって、中国哲

学に新生面を拓いた」（82）と評されることになる服部の姿を見い出すことが

できよう。 

 

おわりに 

 本論文では、服部が 1902年に著した小冊子 Konfuciusを読み解きながら、そ

こに現れた「人格」や「天命」といった重要概念に着目しつつ、その背景には、

グリーンの倫理学や、ヘルバルト主義教育思想など、同時代の日本哲学界にお

ける西洋哲学の受容状況が存在していることを明らかにした。また、同じく西

洋哲学の背景を持ちながら儒教に着目した人物として大西祝を挙げ、その服部

との視点の差異を比較した。 

 本論文で具体的に論じられなかった事項としては、服部が欧州における中国

学研究から受けた影響という点が挙げられる。例えば、服部がドイツ留学中に

親しく交際したというヴィルヘルム・グルーベには、儒教を含む「中国文学」

を論じた専著（Geschichte der chinesischen Literatur, Leipzig: C. F. 

Amelangs Verlag, 1902 年）のほか、「中国人気質」（Chinesenthum）として

の儒教（ Confucianismus）を論じた論文（„Der Confucianismus und das 

Chinesenthum“, Deutsche Rundschau 26.7, 1900） があり、またそれ以外に
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も、とりわけ 19世紀後半以降、ドイツ語による孔子・儒教研究が多数存在する

（83）。また、1901 年にはハーバート・ジャイルス（Herbert Giles）が中国

文学史（A History of Chinese Literature, New York: D. Appleton and Company, 

1901）を執筆しているなど、欧州におけるその他の地域の研究動向についても

目を配る必要があろう。服部が清国を含めた海外滞在中に欧米における研究動

向を把握していた可能性は高く、服部が Konfuciusを出版した 1902年前後のド

イツ語圏を中心とした欧州における儒教・孔子観と、服部の儒教・孔子観とを

比較することによって、日本で教育を受けた「支那哲学」者が、西洋世界にお

ける「シノロジー」研究とどのように向き合い、またそれを受容したのかを示

す一例を明らかにすることができると思われるが、この点については以後の課

題としたい。 

 

注 

（１）義和団事件については大山梓編『北京籠城 北京籠城日記』（平凡社、

1965年）に詳しい。同書は柴五郎の「北京籠城」の他、服部が明治 33（1900）

年に出版した『北京籠城日記』および大正 15（1926）年に出版された「北京籠

城回顧録」を収録する。「北京籠城回顧録」は、服部の還暦記念として『北京

籠城日記』の限定版を出版した際に付されたものである。「北京籠城日記」が

時系列に沿って事変の推移を淡々と記している一方で、「北京籠城回顧録」で

は当時のエピソードと服部自身の心情が具体的に記されている。 

（２）漢学会「服部先生追悼録」『漢学会雑誌』第 7巻第 3号、東京帝国大学

文学部支那哲文学研究室漢学会、1939年、p. 351. 

（３）服部宇之吉「服部先生自叙」、服部先生古稀祝賀記念論文集刊行会編『服

部先生古稀記念論文集』冨山房、1936年、pp. 15-16. 

（４）大塚豊「中国近代高等師範教育の萌芽と服部宇之吉」『国立教育研究所

紀要』第 115集、国立教育研究所、1998年、p. 60. 

（５）水野博太「19世紀末における漢学と「支那哲学」——服部宇之吉の学問的

可能性と清国留学への道程——」『思想史研究』第 21号、日本思想史・思想論研

究会、2015年、pp. 51-74. 

（６）„Land von einer großen Ausdehnung und einer ungeheuren Anzahl der 

Einwohner“ （ Hattori, Unokichi Konfucius, Frankufurt a. M.: Neuer 

Frankfurter Verlag, 1902, p. 3） 
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（７）„ [...] ist jede Provinz fast selbständig.“（同書、p. 3） 

（８）„Die Einwohner [...] haben [...] sprechen Dialekte, die sich dermaßen 

unterscheiden, daß Leute aus zwei verschiedenen Orten sehr oft einander 

nur mit großer Schwierigkeit oder gar nicht verstehen können.“（同書、

p. 3） 

（９）たとえば第二代香港総督を務めた John Francis Davis は、1836 年の著

作において中国国内の方言の多様性に触れており、「斯様に、中国語の普遍性

はただ文字においてのみ当てはまるのであって、帝国［中国］の両端に住み、

同じ本を読む者同士は、文書においてはお互いのことを完全に理解できても、

会話においてはほとんど相互に理解し合えないのである」（It is in this way 

that the universality of the Chinese language extends only to the written 

character, and that the natives of the two extremities of the empire, who 

read the same books, and understand each other perfectly on paper, are all 

but mutually unintelligible in speech.）と述べている（Davis, John Francis 

The Chinese: A General Description of the Empire of China and its 

inhabitants VOL. II., London: Charles Knight, 1836, p. 152）。 

（10）„Was erhält nun in China, welches in dieser wie noch in anderer 

Hinsicht beinahe in verschiedene selbständige Teile geteilt ist, die 

Einheit der Nation? Das sind hauptsächlich die Lehren des Konfucius.“（前

掲注（6）、p. 3） 

（11）服部宇之吉「中和位育」、孔子祭典会編『諸名家孔子観』博文館、1910

年、pp. 164-165. 

（12）「太古より今に至る、年を閲すること六千年、代を更むること十余、種

族既に一ならず、言語風俗亦同じからざる支那に於て、四億の民衆を統一し、

国家の統一を保持するものは、実に孔子を中心とせる教に因り、然かも其教の

此く偉大なる勢力を有する所以は、一に孔夫子の偉大なる人格の力に在り。」

（服部宇之吉『孔子及孔子教』明治出版社、1917年、p. 41） 

（13）当時のドイツ語においては Confucianismusなどのスペルも用いられてお

り、表記には揺れがある（何乏筆・谷心鵬編「徳語之中国哲学研究書目（至 2006

年）」『中国文哲研究通訊』第 15巻第 2期、中央研究院中国文哲研究所、2007

年、pp. 53-146）。 

（14）前掲注（6）、p. 4. 
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（15）服部宇之吉『孔子教大義』冨山房、1939 年、p. 2.服部は「孔子以前の

教へ」と「孔子の教へ」とを区別し、前者を「原始儒教」、後者を「孔子教」

と呼んだ。服部によれば、当時の「政治・道徳・教育等に関する思想」には「正

系」と「傍系」とがあったが、孔子が「深き研究の結果、傍系的思想を棄て正

系的思想を採り、或は従来、左程顕著でなかつたものに適当の重みを与へ、或

は従来左程発達して居らなかつたのを更に進める」ことによって「孔子教」が

成立した（同書、p. 31）。 

（16）„［...］jede Antwort war eben der Persönlichkeit und den Anlagen des 

Schülers gemäß.“（前掲注（6）、p. 10） 

（17）„Konfucius hat nämlich kein Lehrsystem, sondern nur eine Menge von 

Lehren angekündigt, und diese sind in seiner Persönlichkeit vereinigt und 

in vollständigen Zusammenhang und Einklang gebracht.“（同書、p. 4） 

（18）„Seine Person war geradezu der Centralpunkt seiner Philosophie, in 

welcher alle seine Lehren sich verkörperten.“ （同書、p. 4） 

（19）前掲注（11）、p. 169. 

（20）同書、pp. 169-170. 

（21）「人格と云ふ言葉は今では広く用ひられて日本の辞書から省くことは出

来ないが、あれは英語の Personality の訳語である。中島博士が或時

Personality は何と訳したらよからうかと訊かれたので、直ちにそれは人格と

訳したらよからうと答へたところ、博士は早速倫理学の講義に人格といふ言葉

を使用された。」（井上哲次郎「中島力造博士を追憶す」『丁酉倫理会倫理講

演集』第 436 号、大日本図書、1939 年、p. 82）ただし佐古純一郎によれば、

Personalityの訳語としての「人格」は、『哲学雑誌』第 8巻第 80号（明治 26

［1892］年）において、まず心理学の外国語論文「心理学に於ける無意識作用

論の発達」の抄訳のなかで用いられた（佐古純一郎『近代日本思想史における

人格観念の成立』朝文社、1995 年、p. 50）。なお同抄訳は、訳者無記名であ

る。 

（22）中島徳蔵は「『具リーン』氏智識哲学論ヲ読ム」を『哲学雑誌』上に明

治 27（1894）年 12月（9巻 94号）、溝淵進馬は「『具リーン』氏智識哲学論」

を同じく『哲学雑誌』上に明治 28（1895）年 2月（10巻 96号）から 7月（10

巻 101号）にかけて掲載した。また西田幾多郎は明治 28（1895）年、「グリー

ン氏倫理哲学の大意」を『教育時論』362〜364号上に連載した。 
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（23）中島力造『輓近の倫理学書』冨山房、1896年、pp. 13-15 および中島力

造『列伝体西洋哲学小史 下』冨山房、1898年、pp. 160-176. 

（24）服部宇之吉『倫理学』金港堂書店、1896年。 

（25）„Auf dieser vollständigen Harmonie des Intellekts, des Gemütes und 

des Willens beruht die Größe seiner Persönlichkeit.“（前掲注（6）、p. 9） 

（26）ヘルバルトは、道徳的理念として「内面的自由の理念 die Idee der 

inneren Freiheit」「完全性の理念 die Idee der Vollkommenheit」「好意の

理念 die Idee des Wohlwollens」「正義の理念 die Idee des Rechts」「公正

の理念 die Idee der Billigkeit」の五つを主張した。「ヘルバルトによれば、

これらは意志自身および意志相互の間に考えられる最も根源的な、また最も単

純な基準的関係を表すものであって、道徳の根本概念は、すべてこれによって

つくされる」ものであった（稲富栄次郎『ヘルバルトの哲学と教育』玉川大学

出版部、1972年、p. 89）。 

（27）‚Am bedeutendsten war aber seine starke Willenskraft. Nach der 

Terminologie Herbarts hatte er die vollständige „innere Freiheit“.‘（前

掲注（6）、p. 9） 

（28）元良勇次郎は、明治 30（1897）年の時点で「現今心理学ヲ講ズルモノ、

知情意ノ三分法ヲ用フルヲ常トス」と述べている（元良勇次郎『心理学十回講

義』冨山房、1897年、p. 43）。 

（29）服部宇之吉『心理学講義』東亜公司、1905年。 

（30）特約生教育学科については、東京大学百年史編集委員会『東京大学百年

史 通史一』（東京大学、1984年）pp. 1009-1019を参照。 

（31）前掲注（24）、p. 62. 

（32）服部宇之吉『儒教と現代思潮』明治出版社、1918 年、p. 66. グリーン

の self-realization の訳語としてはまず「自我実現」が用いられたが、「あ

まり自我を力説すると個人主義のやうに聞え、個人主義者に利用される嫌がな

いではない」（前掲注（21）井上、p. 81）という背景のもと、明治 40（1907）

年頃から「人格実現」という語が用いられるようになった（新谷賢太郎「わが

国における T.H.グリーンの倫理思想の展開過程」『金沢大学教育学部紀要』第

10号、金沢大学教育学部、1962年、p. 115）。 

（ 33）„Zwischen Handlungen und ihren Folgen gibt es ein bestimmtes 

Verhältnis. Das Rechte bringt dem Thäter Glück, das Unrechte dagegen 
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Unglück. Das ist der „Wille des Himmels“. Es ist aber nicht zu erwarten, 

daß es unfehlbar in allen Fällen so zugeht. Wie die Ernte von der Natur 

abhängt, so hier das Glück vom Schicksal. Man kann nichts dafür oder 

dagegen. Man thue nur, was man thun kann und muß, und überlasse die 

Resultate dem Himmel. Man verhalte sich aber so, daß das Unglück niemals 

die natürliche Folge der Thaten sein muß. Mit dem Bewußtsein, daß man Rechte 

gethan oder die Pflicht erfüllt, also alles, was in seiner Macht steht, 

gethan habe, darf man sich seines vollständigen inneren Friedens erfreuen 

und kann mit Gleichmut die Resultate hinnehmen.“（前掲注（6）、p. 11） 

（34）„Das ist die den Morallehren des Konfucius zu Grunde liegende 

Idee.“（同書、 p. 11） 

（35）„Um nun diese Idee zur vollständigen Herrschaft zu bringen, ist die 

harmonische Ausbildung des Intellekts, des Gemütes und des Willens 

unbedingt notwendig.“（同書、p. 11） 

（36）同書、p. 11. 

（37）„Nach langer mühevoller Wanderschaft, während welcher ihm manches 

Mißgeschick begegnete, kam er zur Heimat zurück, betrübt, daß er keine 

Gelegenheit zur Durchführung seiner Lehren gehabt hatte und doch voll 

Hoffnung, daß seine Zeit noch einmal kommen werde. Man könnte diese 

Hoffnungsseligkeit vielleicht als Einsichtslosigkeit tadeln, aber sie 

beweist deutlich die Eigentümlichkeit seiner moralischen Lehren und 

Überzeugungen.“ （同書、p. 7） 

（38）服部宇之吉「儒教の天命説（承前）」『哲学雑誌』第 25巻第 279号、哲

学会、1910、p. 571. 

（39）同書、p. 574. 

（40）同書、p. 577. 

（41）同書、p. 578. 

（42）同書、p. 577. 

（43）同書、p. 593. 

（44）佐藤仁訳『朱子学の基本用語 ————北渓字義訳解————』研文出版、1996

年、pp. 48-49. 

（45）前掲注（38）、pp. 592-593. 
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（46）渋沢青淵記念財団竜門社編『渋沢栄一伝記資料 第四一巻』渋沢栄一伝

記資料刊行会、1962年、p. 427. 

（47）『四書章句集注』中華書局、2012年、p. 54. 

（48）前掲注（46）、pp. 426-427. 服部が参照したと思われる『朱子語類』の

箇所としては、巻 23「論語 五」に朱熹の門人の言葉として「問：「『四十而

不惑』、是於事物当然之理、如君之仁、臣之敬、父之慈、子之孝之類、皆暁之

而不疑」とあり（『朱子語類』中華書局、1994年、p. 552）、また同篇に「又

問：「『四十而不惑』、何更待『五十而知天命』？」曰：「知天命、是知得微

妙、而非常人之所可測度矣。」とある（同書、p. 555）。 

（49）服部宇之吉「孔子の「知天命」を論ず（承前）」『日本警察新聞』第 566

号、日本警察新聞社、1922 年、p. 14. なお、劉宝楠は「五十而知天命」の注

釈として次のように述べる。「『天命』とは、『説文解字』に「命とは、使で

ある」とあるが、これは天が己にそのようにさせるということである。［...］

天命を知るとは、己が天によって命じられた者であり、無駄に生きているので

はないということを知ることである。」（「天命」者、説文云：「命、使也。」

言天使己如此也。［...］知天命者、知己為天所命、非虚生也。）（『論語正義』

中華書局、1990年、pp. 44-45） 

（50）服部宇之吉「孔夫子」『弘道』第 230号、日本弘道会事務所、1909年、

p. 39. なお服部は同箇所で「天命を知る」ことは「今日の倫理学の言葉で申し

ますと、即ち自我実現であります、自我を実現して終に天人合一の地に至る所

に於て、「知天命」の境界に入るのであります」とも述べている。服部によれ

ば、先に述べた「成己」にせよ、この「知天命」にせよ、孔子の教えの本質は

「自我実現」にあった。「自我実現」とは、とりもなおさずグリーンの倫理学

の主題でもある。 

（51）„Die Morallehre verlangt, dass man sich jederzeit des Daseins des 

Himmels bewusst und von seiner höchsten moralischen Macht fest überzuegt 

sei. “（前掲注（6）、pp. 11-12.） 

（ 52）„Durch sein Studium der Geschichte und seine Beobachtung des 

damaligen politischen Zustandes wurde ihm die Notwendigkeit der 

Regenerierung der Gesellschaft durch die Wiederherstellung der 

moralischen und politischen Prinzipien der alten weisen Kaiser klar. Er 

war ferner in seinem Gewissen davon überzeugt, dass niemand ausser ihm dies 
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vollbringen könnte.“（同書、p. 6） 

（53）この「天命」への関心について、服部は、「北京籠城」における戦場体

験、特に銃弾が自身の頭上一寸を掠めたという経験から、「天命に関する」「一

つの悟り」を得（服部宇之吉「儒教の天命と不動心」『実業之日本』第 26巻第

13号、実業之日本社、1923年、p. 29）、また「深く死生有命を悟り孔子教の

天命説を深刻に味は」ったと回顧している（前掲注（15）「序」、p. 2）。 

（54）中島隆博『共生のプラクシス 国家と宗教』東京大学出版会、2011年、

p. 237. 

（55）陳瑋芬「近代⽇本における孔⼦教論者の天命説について‒‒「天命」と「国

体」を中⼼として‒‒」楊儒賓・張寶三共編『⽇本漢学研究初探』勉誠出版、2002

年、p. 88. 

（56）服部宇之吉『孔子教大義』冨山房、1939年、p. 63. 

（57）同書、p. 92. 

（58）前掲注（54）、pp. 240-241. 

（59）『大西祝全集 第五巻 良心起源論』警醒社、1904年、p. 350. 

（60）同書、pp. 359-360. 

（61）同書、p. 362. 

（62）同書、p. 363. 

（63）同書、pp. 364-365. 

（64）同書、pp. 368-369. 

（65）小西国継『明治哲学の研究−−−−西周と大西祝』岩波書店、2013 年、pp. 

239-242. 

（66）前掲注(59)、p. 355. 

（67）同書、p. 363. 

（68）同書、p. 336. 

（69）同書、pp. 348-349. 

（70）„Konfucius war ein Moralphilosoph wie Sokrates, blieb aber in der 

Religionsphilosophie hinter Buddha zurück. “（前掲注（6）、p. 17） 

（71）前掲注（59）、p. 360. 

（72）同書、p. 345. 

（73）同書、p. 345. なお『大西祝全集』において、この部分には大括弧（［ ］）

が付されており、欄外には「編者曰、本編中の括弧［ ］は著者自ら附せられ
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たるものにして憶ふに削除せんとせられたるものか、尚ほ不明なれば此の儘に

せり」と記されている（同書、pp. 335-336）。 

（74）前掲注（59）、p. 341. 

（75）東京専門学校（現：早稲田大学）における同名の講義録を元とする。明

治 28（1895）年から同 30（1897）年頃に成立した（前掲注（21）佐古、p. 229）。 

（76）『大西祝全集 第二巻 倫理学』警醒社、1904年、p. 142. 

（77）同書、p. 89. 

（78）前掲注（59）、p. 330. 

（ 79）„Nach seinen eigenen Worten hat Konfucius keine neuen Lehren 

verkündigt, sondern er war mehr ein Fortpflanzer der alten. Er pflanzte 

sie aber nicht nur einfach fort, sondern vereinigte vielmehr die bisher 

entwickelten moralischen und politischen Lehren und systematisierte sie 

zu einer zusammenhängenden Lehre. Dieser systematische Zusammenhang 

bestand aber nur in seinem Geiste, und seine Lehre wurde immer nur in der 

Form einzelner Lehren verkündigt.“（前掲注（6）、p. 10） 

（80）服部宇之吉『東洋倫理綱要』大日本漢文学会、1916年、pp. 139-140. 

（81）„Zwar sind dieselben auch in Korea und Japan verbreitet, aber er ist 

vor allem der Weise Chinas. Ihn zu verstehen ist unbedingt nötig für den, 

welcher China verstehen will.“（前掲注（6）、p. 3） 

（82）東京大学百年史編集委員会『東京大学百年史 部局史一』東京大学、1985

年、p. 515. 

（83）前掲注（13）。 

※本研究は、JSPS科研費（16J07221）の成果の一部である。 
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