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明治期陽明学研究の勃興 

−−−−井上哲次郎『日本陽明学派之哲学』に至る過程−−−− 

水野 博太 

 

はじめに 

 

  近代日本，特に明治期における陽明学研究については，数多くの先行研究が存在する。早

くは山下龍二による研究があり(1)，その他にも吉田公平(2)や荻生茂博(3)，特に大塩平八郎との関

連では森田康夫(4)，また近年では小島毅(5)，ひいては山村奨(6)等による研究がある。これらの多

くは，井上哲次郎『日本陽明学派之哲学』の強大な影響力を前提としつつ，それが抱え持った

問題について，或いはそれ以外の方向性を持った陽明学の展開や，社会運動・社会思想との

結び付き等について論じている。一方で，明治期にそもそも陽明学が関心を集めるに至った

経緯については，なおも十分に論じ尽くされてはいないように思われる。 

 明治期における陽明学研究の勃興期は，およそ明治30年前後とされている。この時期に

は，民間のジャーナリストや帝国大学出身の研究者から相次いで陽明学に関する書籍が出版

された。では，それまでの間，陽明学はどのように取り扱われてきたのだろうか。後述する

ように，江戸期において陽明学への関心は決して高くなかった。そのような陽明学が明治期

半ばに関心を集めるに至った背景には，大きく言えば，それまでの「漢学」が次第に「支那

哲学」へと変化していくという文脈が存在していると思われ，その変化は，まさに明治に入

ってからおよそ30年の間に大きく進行したものであった。しかしながら，従来の陽明学研

究においては，明治33（1900）年の『日本陽明学派之哲学』という存在及びその影響力，或

いはそれに対抗する「民間」の側の陽明学研究への関心が集まる一方で，それ以前の時期，

特に漢学から「支那哲学」への変化のプロセスの中で陽明学がどう取り扱われてきたのかに

ついては，論述の範囲外に置かれてきたように思われる。 

 本稿は，以上のような問題意識に基づき，これまで焦点の当てられてこなかった時期にお

ける陽明学研究について検討する。まず明治期の陽明学研究の特徴について先行研究を手掛

かりにしながら整理し，次いで明治前期における陽明学のプレゼンスについて検討する。そ

の上で，従来専ら『日本陽明学派之哲学』にのみ焦点を当てられてきた井上哲次郎につい

て，それ以前，特に明治20年代における陽明学理解の形成を追う。井上は，良きにつけ悪

しきにつけ「支那哲学」という学問分野の形成に大きな影響を与えた人物であるが，その陽

明学理解がどのように形成されたのかを捉えておくことは，広く近代日本の陽明学と「支那

哲学」を考える上でも重要であると思われる。最後に，井上の『日本陽明学派之哲学』に先

駆けてその原型を示した高瀬武次郎『日本之陽明学』についても検討する。なお，資料を引

用するに当たっては読みやすさのため句読点を補った箇所がある。 
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１ 明治期における陽明学研究の特徴 

 

 荻生茂博は「近代のナショナリスト達が自己の現在の実践的理想を歴史に投影したテーゼ」

としての陽明学を「近代陽明学」と称し，その起点を明治26（1893）年の三宅雄二郎『王陽明』

及び徳富猪一郎（蘇峰）『吉田松陰』の両作品に定めた(7)。実際には，荻生自身も言うように，

『吉田松陰』には直接的な陽明学への言及は含まれておらず，同書で示される松蔭の学問の

「無体系性」こそが「近代陽明学」の特徴をよく表していると荻生は言う(8)。しかし「近代陽

明学」の特徴を具体的に考える上では，やはり三宅の『王陽明』の方に着目すべきであろう。 

 荻生は，三宅の『王陽明』の特徴のひとつは「東西両哲学の中で陽明学を論じて，儒教が真

理を探究する，「独立」性と「創作」性をもって発展してきた西洋の哲学と同様の「哲学」

（フィロソフィー）として捉えられるものであるとし，陽明学はその頂点だと，その「進歩」

性を強調した点にある」と述べている(9)。儒学を含めた従来の「漢学」の領域に存在した思想

的営みを西洋由来の「哲学」の形で捉え直す，いわゆる「支那哲学」的方法論の試みは，むろ

ん三宅が初めてという訳ではないが(10)，その「支那哲学」の枠組みの中で陽明学に極めて高い

評価を与えたという点では，この三宅の『王陽明』は画期的であった。 

 『王陽明』は「伝」「教学」「詞章」の三部から構成されている。その大部分は王陽明自身

及び彼に前後する中国の学者に関する記述であるが，ここで注目すべきは「教学」の末尾に

おいて，日本陽明学の系譜として中江藤樹・熊沢蕃山・三輪執斎・佐藤一斎・大塩中斎・春日

潜庵・西郷南洲・高杉晋作らについて記述されていることであり，分量こそ 2ページ半と短

く感じられるものの，「維新前身を挺して立てる者は，多く陽明良知の学を修めり」と，明治

維新と陽明学の結びつきが述べられている(11)。山下龍二は，これを「日本陽明学研究の原型」

の特徴のひとつであると指摘する(12)。 

 上記の先行研究に更に付け加えるならば，三宅による日本陽明学に関する記述は，明の滅

亡後に興った「満清政府」では王陽明の「良知の学」が受け入れられず，代わりに起こった

「折衷考証」の学も「博覧強記」に流れて「進取の生気」がもはや認められない，これは「老

衰の兆」である，という中国における陽明学の衰退に関する記述に続いて述べられている。

また彼は，日本における陽明学の祖である中江藤樹の没年を「清の聖祖即位に先つこと十四

年」と記している(13)。三宅は明示こそしてはいないが，このような記述は，「明」から「日本」

へと陽明学の本流が継受され，ひいては明治維新を経て当時の日本へと繋がった，という関

係を暗示しているように思われる。本国たる中国において精彩を失った儒学が，実は日本に

おいてこそ精粋を発揮しているのだという言説は，明治以降においては特に辛亥革命の後に

多く登場する(14)。三宅自身も後に陽明学について同様の主張を行っているのだが(15)，既に明治

26（1893）年の段階でその原型とも言うべき認識が窺える。 

 三宅の『王陽明』からおよそ1年後，日清戦争のさなかである明治27（1894）年11月には

内村鑑三のJapan and the Japanese（のち『代表的日本人』）が出版された。ここで内村が取り
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上げたのは，西郷隆盛・上杉鷹山・二宮尊徳・中江藤樹・日蓮の5人であったが，内村は中江

藤樹のみならず西郷隆盛についても王陽明の影響を指摘しており，更に内村は王陽明をキリ

スト教に「最も近づいた」ものとして高く評価している(16)。陽明学への関心が，ジャーナリス

トである三宅雪嶺及び徳富蘇峰，またいわゆる「不敬事件」後の内村鑑三といった「民間」の

側にいた人物から起こったことは，やはり荻生によって，明治期の日本における陽明学研究

の特徴とされている(17)。 

 この「民間」から湧き上がった陽明学への関心は，やがて帝国大学，すなわち「官」学出身

の研究者たちによって学術史的な形を整えられ，江戸儒学の一部としての「陽明学派」の系

譜の中へと整理されていった。山下龍二は，近代日本における陽明学を「国家主義的倫理観」

「倫理的解釈」「日本主義」を特徴とする解釈と，「個人主義的倫理観」「宗教的解釈」「世

界主義」を特徴とする解釈の対立によって捉えている。前者の代表は井上哲次郎，後者の代

表は内村鑑三であり，「不敬事件」を巡る井上と内村の対立は，このような陽明学解釈の対立

の延長線上にあったと山下は見ている(18)。また荻生は，山下の解釈を踏まえつつ，三宅と徳富

による先述の著作によって「民」の「革新」思想として成立した「近代陽明学」は，次第に井

上哲次郎に代表される「官」学の中に「包摂」されていったと指摘した(19)。その「包摂」のひ

とつの画期が，明治33（1900）年の井上哲次郎『日本陽明学派之哲学』であり，明治36（1903）

年の井上哲次郎・蟹江義丸編『日本倫理彙編』であった。また，長らく日本の陽明学理解に影

響を与え続けた『日本陽明学派之哲学』の原型となったのは，明治31（1898）年に東京帝国大

学文科大学漢学科を卒業したばかりの高瀬武次郎によって著され，日本陽明学史を35名の列

伝形式で示した『日本之陽明学』であり，小島毅の言葉を用いれば，井上の『日本陽明学派之

哲学』は高瀬の『日本之陽明学』に「肉付け」を施したものであった(20)。高瀬については後述

する。 

 

２ 三宅雄二郎『哲学涓滴』における王陽明評価とその背景 

 

 上述の先行研究においては，明治期の陽明学研究の始まりは明治26（1893）年の三宅雄二郎

『王陽明』に設定されてきた。しかしながら，三宅の王陽明に対する高評価は，森田康夫が指

摘するように，明治22（1889）年に出版された『哲学涓滴』において既に現れている(21)。三宅

は同書において，明治以前の日本における「哲学」の不在について次のように述べる。 

 

我国人民当今こそ理論を嗜好する様にみふれ，古来偏へに感覚的の事物を貴びて，絶へ

て思想を高遠に騖する莫く，菅江諸家も，徳川氏の諸儒も，多くは詩文の編作，経書の註

説に従事し，経書の註説とても，主に字句を解釈し，古語を引用し，強記博覧読み得ざる

無きを誇れるのみにして，強て哲学の一種を考究せし者を挙れば，伊藤仁斎を除き，僧侶

の一部分と中江熊沢大塩の如く王陽明の良知学を奉せる徒輩に過ぎざりしならん。(22) 
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 ここで三宅は，中江藤樹・熊沢蕃山・大塩平八郎らを「王陽明の良知学を奉」じた者たちと

位置付けた上で，従来「思想」に欠けていた日本の学者たちの中にあって，彼らが比較的「哲

学」を能くした者たちであることを述べている。これ以外にも三宅は，王陽明の心即理説は

ヘーゲルと対比すべきものであって「理法を領得し来て純然精神の極処に到達する」もので

あると高く評価しているほか(23)，東西哲学の交流について述べた箇所においては「我国仏教に

て印度に超越し，儒教にて支那に対抗すれば，若し欧州の哲学を考究し，転して修行の法則

を完備するに於ては，哲学に関して世界の中心たるを得ん。王陽明ソクラテス其人の輩出し

て，一世を風靡するも，亦た茲に在らん」と(24)，王陽明をソクラテスと並べて「一世を風靡」

した哲学者として取り扱っている。また最終章においては，現在は「貧国」かつ「弱国」であ

る日本だが，東西の思想を融和させることによって「宇内第二十世紀の哲学界を支配」する

ことができるといい，「国家を利せんと欲する者は，専務若くは余暇に哲学を講究する所あ

れ［……］英俊豈に大坂の与力に勝る幾層倍ならざるの理あらんや。与力平八既に曰ふ，宜堅

執心舵以渡那無涯無底之世海矣。縦逢風雨波瀾，庶免乎覆溺之害也。問心柁何之謂也。答曰，

心舵即良知也［宜しく堅く心舵を執りて以て那無涯無底の世海を渡るべし。縦ひ風雨波瀾に

逢ふとも，覆溺の害を免がるるに庶からん。問ふ心柁とは何の謂ひぞや，と。答へて曰く，心

柁即ち良知なり，と。］」と，「大坂の与力」すなわち大塩平八郎を持ち出して，現代におい

て「哲学」に取り組む「英俊」たちの力はその「幾層倍」にも相当し得るであろうと激励し，

「良知」をしっかりと保てば「風雨波瀾」の世間においても「覆溺之害」を免れるであろうと

いう大塩の言葉を引用して結びとしている(25)。 

 明治22（1889）年という，後続する内村鑑三や高瀬武次郎と比較すればかなり早い段階にお

いて，三宅が哲学者としての王陽明に着目した背景について検討したい。そもそも王陽明の

名前は，当時どれほど知られていたのだろうか。 

 吉田公平によれば，幕末維新期は佐藤一斎・大塩平八郎らが活躍した「第三次陽明学運動

期」であるとされる(26)。一方で，『伝習録』を始めとする陽明学系のテキストは，漢学塾や藩

校における標準的な学習カリキュラムの中には含まれておらず，仮に読まれていたとしても，

極めて上級者向けの，批判的に読まれるべき参考書として取り扱われていた。例えば，尾張

の藩校・明倫堂が慶應3（1867）年に定めた「読書次第」は，「初級」から「五級」（最上級）

までの段階毎に読むべき書物をリストアップした目録であるが，陽明学系のテキストとして

は，『陸象山集』と『王陽明集』が，四書五経の古注系注釈書や諸子百家などと並んで「五

級」になってようやく登場する一方で，朱子学の立場から陽明学を批判した『学蔀通弁』は，

『書経集伝』『易学啓蒙』『朱子語類』などと並んで「四級」で登場する(27)。「二級」には『論

語集注』や『孟子集注』また『文公家礼』が，「三級」では『近思録』が登場していることか

ら(28)，幕末維新期においても依然として，漢学の標準的な学習課程においては朱子学に重点が

置かれていたことが分かる(29)。 
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 明治に入っても漢学の学習需要それ自体が消滅した訳ではなかったが，陽明学は引き続き，

少なくとも学習者層の大多数にとっては，学習対象とはみなされていなかった。例えば，の

ちに東京大学教授を務めた島田重礼（篁村）は，明治3（1870）年に私塾・双桂精舎を開いて

いるが，そのカリキュラムは次の通りであった。 

 

上等：四書，四経，三礼，左伝，国語，史記，漢書，後漢書，資治通鑑，宋元通鑑，明史

紀事本末，唐律，明律，文章，六国史，律令，延喜式，類聚三代格，神皇正統記，但諸子

類翻訳モ取雑セ之ヲ読マシム 

中等：四書，詩書，易，左伝，国語，史記，漢書，後漢書，通鑑綱目，易知録，文章 

下等：論語，孟子，孝経，左伝，十八史略，元明史略，紀事文，復文，［日本］外史，皇

朝史略(30) 

 

 また，陽明学に深い理解を示した人物の一人としてよく名前が挙がる三島毅（中洲）である

が，彼が開いた二松学舎において，明治12（1879）年から15（1882）年に掛けて各級で用いら

れたテキストは次の通りである。 

 

一級［最上級］：韓非子，国語，戦国策，中庸，荘子，詩経，孫子，文選，書経，近思録，

荀子，周易，礼記，老子，墨子，明律，令義解 

二級：孟子，史記，文章軌範，三体詩，論語，唐宋八家文，漢書，後漢書，春秋左氏伝，

孝経，大学 

三級：日本外史，日本政記，十八史略，国史略，小学，靖献遺言，蒙求，文章軌範，唐詩

選，皇朝史略，古文真宝，復文(31) 

 

 上記二つのカリキュラムは，明治初期における漢学学習状況の一般的傾向をある程度示し

ていると思われるが，どちらにも陽明学系のテキストは挙げられていない。中核をなしてい

るのは依然として四書五経であり，『史記』『漢書』などの歴史書，また『文章軌範』『古文

真宝』といった作文用の参考書も江戸時代から引き続いてよく読まれた。上級者向けには諸

子学系のテキストが用いられることがあり，これも幕末維新期の性格を継承している。 

 明治時代，朱子学はもはや「正学」ではなかったが，依然として四書五経を読む際の事実上

の標準として機能した。例えば明治15（1882）年から翌年に掛けて，三島は東京大学文学部の

「漢文学」の授業において朱熹の『中庸章句』を用いている(32)。同じく東京大学教授を務めた

中村正直は，明治16（1883）年に東京大学古典講習科の生徒に向けた文章の中で「初学ノ人，

四書ハ朱注，易ハ本義，書ハ蔡伝，詩ハ朱伝ヲ用ヰテ，先ツ大意ヲ通暁スベシ，又近思録ヲ読

ムベシ」と，初学者が経書を読むに当たっては朱子学系の注釈に依拠すべきことを説いてい

る(33)。東京師範学校が同じく明治16（1883）年に定めた「教科用書及参考書々目」では，「修
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身」科あるいは「読書」科のテキストとして『論語集註』『大学集註』『中庸集註』『孟子集

註』『易経集註』（程頤の「伝」と朱熹の「本義」を集めたもの）と，いずれも朱子学系の注

釈書を「教科用書」として定めている。また，上記の二松学舎のカリキュラムに見えるよう

に，朱熹と呂祖謙が編纂した『近思録』は明治期に入っても依然として漢学塾において用い

られることがあった一方で，『伝習録』が用いられることは当座の間なかった(34)。 

 このような状況の中で，三宅はなぜ王陽明に着目することができたのか。ここで真っ先に

指摘されるであろうことは，ジャーナリストとして自由民権運動に接していた三宅は，大塩

平八郎を経由して陽明学に接したのではないかということである。確かに，明治12（1879）年

に出版された『今古民権開宗 大塩兵八郎言行録』では，その冒頭で大塩について「王陽明の

説を信し子弟に教授す」と述べられており，自由民権運動−−大塩平八郎−−陽明学の繋がりが早

い段階から見出されていたことが分かる(35)。三宅がこのような政治的側面から陽明学へとア

プローチしていった可能性は大いにある。一方で，それだけでは王陽明を「哲学者」として評

価するまでには至らないようにも思われる。陽明学を「哲学」として評価するような側面か

らのアプローチは，当時において存在していたのだろうか。 

 

３ 井上哲次郎の「東洋哲学史」講義及びポール・ジャネとの面談 

 

 先述の通り，荻生茂博は三宅雄二郎の『王陽明』の特徴のひとつとして，陽明学の「哲学」

としての「進歩」性を強調した点を挙げている。荻生がその背景として指摘しているのは，三

宅が東京大学においてフェノロサによる社会進化論的な哲学史の講義を受けていたことであ

る(36)。三宅が東京大学文学部において哲学を専攻していたことを考えれば，その陽明学解釈の

背景には，政治のみならず「哲学」からのアプローチが存在したと考える必要があることは

言うまでもない。一方で，荻生はフェノロサの名前を挙げているものの，フェノロサは「支那

哲学」を講じた訳ではなく，それどころか王陽明の存在すら知らなかった可能性が高い。し

かし，当時の東京大学には，講義の中で王陽明の名前を実際に取り上げた人物がいた。それ

が井上哲次郎である。 

 井上は東京大学助教授就任後，欧州留学に出発する明治17（1884）年2月までの間に「東洋

哲学史」を講じた。先行研究において，井上は「国家主義的」「日本主義」的な陽明学解釈の

代表者とされている(37)。しかしながら，井上の陽明学解釈は初めからそのようなものであった

訳ではない。以下，井上の陽明学理解の変化を追う。 

 井上は明治13（1880）年に東京大学文学部を卒業後，当時東京大学法理文学部綜理であった

加藤弘之の勧めを受け，はじめ文部省編輯局で，次いで東京大学編輯所で『東洋哲学史』の執

筆・編集に従事し，その後『東洋哲学史』の原稿に基づいた講義を行った。井上の回想によれ

ば，三宅もこの講義の聴講者に含まれていたという(38)。 
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 町泉寿郎は，井上の「東洋哲学史」講義を記録したと推測されるノートが存在することを明

らかにした(39)。それは金沢大学附属図書館蔵「高嶺三吉遺稿」の中に収められている(40)。この

講義の中で，王陽明については二度言及されている。井上は「支那哲学」の時期区分を次のよ

うに行っている。すなわち，第一期は「発達の世」であり伏羲から東周まで，第二期は「思弁

の世」であり東周から秦まで，第三期は「継述の世」であり漢から唐・五代まで，第四期は

「調停の世」であり宋から明まで，第五期は「考拠の世」であり清以降である。各期について

の解説を行う中で，井上は「第四期」について述べた部分の末尾において，以下のように述べ

ている。 

 

要スルニ第四期ハ釈老二氏ノ長所ヲ取リテ儒家ノ短ヲ補ヒ以テ三教調停ヲ為サントスル

ニ在リ。三教一致論モ是ヨリ起ル。宋以下明ニ至ルマデ此傾向アリ。即チ，元ノ許魯斎，

金仁山，呉草廬。明ノ薜敬軒，胡敬斎，陳白沙，程篁墩，蔡虚斎，王陽明。皆宋儒一般ノ

説ヲ為スノミ。(41)［下線は引用者による，以下同じ］ 

 

 また，その直後，「第四期」すなわち宋明期の学者について改めて整理する中で，次のよう

に述べている。 

 

周濂溪ハ太極ヲ主トシ，程明道ハ気，程伊川ハ理，邵康節ハ数，張横渠ハ大虚，陸象山ハ

心，朱晦庵ハ理ト心，王陽明ハ良心。(42) 

 

 同資料はあくまでも受講者のノートである点に留意すべきではあるが，これを読む限り，

当時の井上は王陽明に特別大きな関心を払っているようには思われない。王陽明を周敦頤・

二程・邵雍・張載・陸九淵・朱熹に連ねているという点では，宋明理学における王陽明の重要

性をある程度評価しているようにも思われるが，一方で「宋儒一般ノ説ヲ為スノミ」と片付

けられてもいる。それでもなお，明治期において「哲学」の文脈において王陽明に言及した例

としては，井上の「東洋哲学史」講義が最も早い部類に入ることは疑いない(43)。 

 井上は明治17（1884）年2月に欧州留学へと出発し，明治 23（1890）年 10月に帰国した。

その留学中の明治20（1887）年，井上はフランスの哲学者ポール・ジャネ（Paul Janet）をソ

ルボンヌ大学に訪ねている。井上は，ジャネの「日本にも往古哲学者ありしや」との問いに対

し，次のように答えた。 

 

今より大約二百年前頃哲学者輩出し，往々一家の学を唱へたり，柱下漆園二氏の学の如

きハ殆ど之を唱ふるものなく，大抵皆尼山黄域二氏の学に本きて起れり，然れども亦間々

自家独得の見なきに非ず，（即ち伊藤仁斎呉庭翰が横記甕記吉斎漫録諸書に本き仁義即

道也之論を唱へ，物徂徠仁斎と同じく古学を唱ふと雖とも，亦大に其趣を異にし，半ハ荀
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子の性悪篇に半
（ママ）

き，半ハ楊升菴が丹鉛総録に拠り，弁道弁明論語徴を著ハし，礼楽即道

也之論を唱へ，貝原益軒羅正菴に淵源すと雖も，亦自ら多少一家の見を立て，大疑録を著

ハして程朱の説を疑ひ，山崎垂加晩年に至り，神儒仏を混同し，一種無類の折衷学派を成

し，後の大塩平八余姚の学を奉ずと雖も，亦自ら一機軸を出し，洗心堂箚記を著ハして太

虚心説を唱ふるが如きを謂ふ）(44)。［ルビは引用元のまま］ 

 

 井上は，日本の「哲学者」として，伊藤仁斎・荻生徂徠・貝原益軒・山崎闇斎・大塩平八郎

を挙げている。三宅の『王陽明』においても，後の井上による『日本陽明学派之哲学』におい

ても，日本における陽明学の始まりとされるのは中江藤樹であるが，上記の引用部分におい

て，井上は「余姚の学」すなわち陽明学については大塩の名しか出していない。また，ここに

おいて井上は，大塩は「余姚の学」を奉じたものの，それに留まらず「自ら一機軸を出し」

た，すなわち大塩独自の思想として『洗心堂箚記』を著して「太虚心説」を唱えたことを強調

している。この時点では，井上は未だ江戸儒学の中に「陽明学派」を見出してはいない。井上

の陽明学理解が変化を見せるのは，帰国後のことである。 

 

４ 井上哲次郎「王陽明の学を論ず」における陽明学理解 

 

 明治24（1891）年12月，井上は東京・本郷会堂において「王陽明の学を論ず」と題する講

演を行った(45)。三宅雄二郎が『哲学涓滴』において王陽明と大塩平八郎について言及してから

およそ 2 年後のことであるが，ここには後の高瀬−−井上系統の陽明学解釈の原型とも呼べる

ような解釈の形が現れている。 

 大前提として，この講演において井上は王陽明を高く評価している。先に引用した「東洋哲

学史」講義の時点では，明代の学者を指して「明ノ薜敬軒，胡敬斎，陳白沙，程篁墩，蔡虚

斎，王陽明。皆宋儒一般ノ説ヲ為スノミ」としていたが，この演説では王陽明の扱いが異なっ

ている。 

 

それから宋か過ぎて元になつては大抵学者と云ふものは宋の程朱を尊崇してさうして一

向別段の見識を出したものは無いで御座います，所が明に至て初めて王陽明が興つて此

の陸象山に基いて大に朱子と違つた学問を唱へ出したで御座います，此王陽明と云ふ人

は陸象山よりは逈かに人物が高くして遥かに学識が優つた者と謂ハなけれバならぬ

［……］明の時代にも王陽明の外に随分有名な学者もでました，例へば薜敬軒，胡敬斎，

陳白沙，蔡虚斎抔と云ふ人は支那の学者にあつてはなか／＼有名な人で御座います，併

ながらそれらの人々は陳腐の説を唱へて居りまして一向宋の学者と匹敵する程に尤い人

ではありませんです，王陽明が独り明の時代に卓絶して居ります(46) 
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 明代の学者として薛瑄・胡居仁・陳献章・蔡清と，先述の「東洋哲学史」講義と同じ人物を

列挙し，彼らを「有名」だが「陳腐」であるとする一方で，ひとり王陽明を「卓絶」と評価し

ている。その後で，井上は日本における陽明学派を整理する。 

 

日本で一番始に王陽明を尊信しましたのは中江藤樹……
マ マ

近江聖人と言はれた人で御座い

ます［……］中江藤樹の門人で熊澤蕃山と云ふ人が王陽明を酷く喜んで其学問を尊崇し

ました，それから三輪執斎と云ふ学者も王陽明学派の人である，近頃に至つて酷く王陽

明に凝つた人は大塩平八郎で御座います［……］それからして大塩平八郎と同時代の佐

藤一斎も矢張り王陽明の学を喜んだ人で御座います［……］それから後は王陽明学者と

云ふ人はありませぬ(47) 

 

 ここで名前の挙がる中江藤樹・三輪執斎・大塩平八郎・佐藤一斎は，いずれも『日本陽明学

派之哲学』（及び高瀬武次郎『日本之陽明学』）で重点的に解説される，日本陽明学の重要人

物である。日本陽明学の系譜についての井上の認識は，この明治24（1891）年12月の時点で，

大枠が出来上がっていたと言ってよいであろう。しかしながら，この時点での井上は，三宅

雄二郎が約 2年後の『王陽明』で示したような，また井上も後に示すような，明治維新と陽

明学とを結び付ける考えは依然として持っていなかった。むしろ井上は，天保8（1837）年に

絶命した大塩が最後の陽明学者であって，それ以降に陽明学者はいないという認識を持って

いる。また井上は，王陽明の略歴とその「理気合一論」「心即理」「良知」「知行一致」等の

主要な論点について朱子学と対比させながら論じているが，王陽明及び陽明学を評価する理

由としては，後に強調するようなその行動主義的な性格ではなく，「哲学」としての独創性の

方に重きを置いている。 

 

支那の学者は大抵唯物的の方に傾いて居る，唯物論とは参りませぬが兎角具体的

（Concrete）の思想が勝つて抽象的（abstract）の思想が乏しいので御座いますが此王陽明

は全体から評しますと云ふと唯心論に傾いて居るで御座います，マア大抵唯神論と云つ

て差支ないで御座います［……］唯心論を唱へた哲学者は支那には王陽明の他にいないと

言つて宜からうと思ひます，王陽明が一種特集のある点のあるところは此唯心論一点で

御座います(48) 

 

 井上が明治33（1900）年の『日本陽明学派之哲学』において強調したのは，朱子学が「博学

多識」ではあるが「固陋迂腐」な人材を多く生み出した一方で，陽明学は人をして「単刀直

入，其正鵠を得せしむる」力があるので「人物陶冶に功ある」ということであったが(49)，この

演説ではそこまで踏み込んだ発言は見られない。井上は，この講演の3ヶ月前に『勅語衍義』

を出版しているが，それと関連させるような発言もない。ただし井上は「王陽明学派」の人物
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には「善い事にしろ悪い事にしろ随分有為の人が多い」と評価し，「然う云ふやうな訳であり

ますから王陽明の学問の大意を論ずる事は無用でなからうと思ひます」と述べてもいる(50)。そ

の意味では，当時の井上における陽明学の「有用性」への評価は，『日本陽明学派之哲学』と

は距離がある一方で，陽明学（者）の行動主義的な側面について一定の留保を付けながらも

評価していることから，過渡期にあったと言える。 

 また，演説の翌年の明治25（1892）年8月，井上は「大塩平八郎の哲学を論ず」と題した論

稿を『国民之友』に寄稿している。荻生茂博が「近代陽明学」の「民」の側からの出発点のひ

とつとした『吉田松陰』の著者である徳富猪一郎が創刊した『国民之友』に，「官」を代表す

る井上が寄稿しているという事実は，日本における陽明学研究の萌芽期が，「民」と「官」の

二項対立構造ではなお完全には捉えきれない様相を呈していたことを窺わせる。この論稿の

中で，井上は「藤樹に次いで熊沢蕃山，三輪執斎，などの諸儒皆陽明の学を奉ぜり，最後に出

でたるは中斎なり」と述べており，大塩以降に陽明学者なしという姿勢を崩していない(51)。ま

た，そこにおいて井上が大塩を積極的に評価したのは，「行動主義」的な事績というよりも，

むしろその「太虚説」が，基本的には王陽明に依拠しながらも「自家独得の見」を含み「頗る

創見に富」んでいたこと，すなわち完全な独創ではないにせよ日本における「哲学」としての

独自性を十分に打ち出していたという点であった(52)。大島晃が指摘しているように，これは井

上が日本の哲学史を叙述する上で総じて重視した視点でもある(53)。陽明学の有用性それ自体

に着目するよりも，それを踏み台にして「自家独得」の思想を発展させた事を評価するとい

う，井上の日本陽明学に対するこのような視点については，明治20（1887）年にフランスでジ

ャネに語った所から大きく動いていない。 

 これらのような明治24（1891）年から25（1892）年に掛けての井上の陽明学理解は，彼の後

年のものとは大きく異なっていることはもちろん，明治26（1893）年の三宅の『王陽明』のそ

れとも異なっている。明治維新と陽明学との接続が三宅らによる「創作」であったという荻

生茂博の指摘からすれば当然とも思われるが(54)，この時点の井上は，陽明学が明治維新に繋が

るという視点も持ってはいなかった。 

 井上による明治24（1891）年の本郷会堂における講演は，まず『六合雑誌』に掲載されたが，

その他にも，後日創刊された東西を代表する二つの陽明学雑誌それぞれの創刊号に転載され

た。すなわち，吉本襄が主宰した鉄華書院による『陽明学』第1巻第1号〜3号（明治29［1896］

年）と，陽明学会による『陽明学』第1号〜第3号（明治41［1908］年）である。 

 転載時には，いくつかの点が修正されている。まず，元の講演録では大塩（及び佐藤一斎）

の紹介の後に「それから後は王陽明学者と云ふ人はありませぬ」となっているところ，ふた

つの転載版ではどちらもその文が削除された。明治 29（1896）年の鉄華書院版では，春日潜

庵・池田草庵・山田方谷・雲井龍雄が「王陽明を尊崇」した者たちとして紹介されており(55)，

さらに明治41（1908）年の陽明学会版になると佐久間象山・西郷南洲・大久保甲東［利通］・

橋本景岳［左内］らの名前が加わっている(56)。また，元の講演録の末尾において，井上は陽明
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学の「非科学性」について批判を行っており(57)，総評として陽明学には「撞着が多い」という

評価を下しているが(58)，この陽明学批判は鉄華書院・陽明学会のいずれの版においても削除さ

れた。 

 修正の過程で「王陽明学者」の範囲の拡大と陽明学批判の取り下げという変化はあるもの

の，明治24（1891）年の演説が，修正を経つつも明治29（1896）年と明治41（1908）年に繰り

返し掲載されたということは，井上自身が，明治24（1891）年の演説の時点で自らの陽明学理

解の大枠がほぼ組み上がっており，新たに原稿を書き下ろす必要性はないと認識していたこ

とを示していよう。とすれば，井上が明治24（1891）年に行った演説は，明治期の日本におけ

る陽明学への関心の高まりを考える上で，「近代のナショナリスト達が自己の現在の実践的

理想を歴史に投影したテーゼ」という荻生茂博の「近代陽明学」の定義にはそぐわないもの

の，三宅の『王陽明』に先立つひとつの参照点として位置付けることができるのではないか。 

 

５ 高瀬武次郎『日本之陽明学』とその意義 

 

 明治24（1891）年における井上哲次郎の演説「王陽明の学を論ず」の後には，明治26（1893）

年の三宅雄二郎『王陽明』が控えているが，同書については先行研究において詳しく検討さ

れているから(59)，紙幅の都合上，本稿ではその存在を言及するにとどめたい。むしろ本稿で最

後に検討したいのは，『日本陽明学派之哲学』の原型となったとされる，高瀬武次郎『日本之

陽明学』である。 

 高瀬は大学出身者として，また三島毅や山田準（済斎）のように私学（二松学舎）において

ではなく帝国大学において(60)，かつ「支那哲学」の枠組みの中で本格的に陽明学を研究した最

初期の人物であり，その意味で，日本における陽明学及び中国哲学研究史を考える上で重要

人物であるように思われるが，依然として高瀬に関する研究は多いとは言えず，特にその前

半生については不明な点が多い。高瀬は明治元（1868）年に生まれ，のちの京都府立第一中学

校の前身校(61)を経て，明治28（1895）年に金沢・第四高等学校を卒業し，明治31（1898）年に

東京帝国大学文科大学漢文科を卒業しているが(62)，この出生から大学卒業までの経緯，特に高

等学校の卒業がなぜこれ程までに遅くなったのか，どのようにその学問及び関心を形成して

いったのかなどについては依然明らかになっていない(63)。 

 『日本之陽明学』は，高瀬が東京帝国大学を卒業してから約半年後の明治 31（1898）年 12

月に出版された。本書の意義は，井上が『日本陽明学派之哲学』で示したような陽明学理解に

ついて，その原型を初めてまとまった書籍の形で示した点にある。同書は「序論」で陽明学史

を述べた後で，「本論」において37名の人物を「日本之王学者」として述べているが，高瀬

自身も「精粗一ならず」と「例言」で述べている通り，記述の厚い人物がいる一方で，1〜2ペ

ージの簡潔な紹介で片付けられている人物も多い。その中で特にまとまった記述量を持って

いるのは，中江藤樹・熊沢蕃山・大塩中斎の 3名であり，なかでも高瀬は大塩に最大の分量
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を割いている(64)。高瀬による「王学者」の選定と井上による「陽明学派」の選定とは必ずしも

一致している訳ではないが，基本的には重なる所が大きい。 

 『日本之陽明学』は陽明学とキリスト教との関係についても明確に論じている。これは，海

老名弾正が牧師を務める本郷会堂での演説において，井上が触れなかった論点である。井上

が『日本陽明学派之哲学』において，中江藤樹の上帝信仰にはキリスト教の唯一神信仰に近

いものがあるという内村鑑三や海老名弾正の理解を強く意識した上で「藤樹の学問は決して

耶蘇教と混同すべからず」(65)と述べていることは既に大島晃が指摘しているが(66)，一方で明治

20年代の井上は，未だ陽明学をキリスト教と関連させて捉えようとはしていない。或いは，

明治24（1891）年の演説は単に場所柄憚りを見せただけなのだとも考え得るものの，そうであ

れば教会においてわざわざ王陽明を講ずる必要もないと思われる。 

 そのような井上に先駆けて，高瀬は中江藤樹の宇宙観について「彼の耶蘇教徒が天地を以

て上帝の創造と為すとは全く異りて，藤樹は理気より活動流行して万物を生々して無尽蔵な

りという。而して此説は実に儒教古来の相伝に外ならず」と，そのキリスト教からの区別を

図った(67)。これに加えて高瀬は，陽明学を「支那」ではなく「日本」にこそ生きる思想として

位置付けている。先述のように，三宅雄二郎の『王陽明』においてもその姿勢の片鱗を窺うこ

とはできるものの，高瀬はそれをより明確に述べている。高瀬によれば，「折衷考証」の学に

学者を動員した清朝は「始皇の故智を襲ふもの」であり，またその他の学者も専ら程朱学に

従事していたことから，中国における陽明学は「今日の衰頽」を見ているという(68)。また，王

陽明の卒年について「中江藤樹の生誕に先つこと，実に八十年なり」と述べているが，これは

三宅が『王陽明』において示唆したような，中国から日本への陽明学の正統が移ったとする

継受関係を暗示しているようにも思われる(69)。 

 実際，高瀬は日本が「支那」の陽明学のポジティブな側面を受け継いだという認識を持って

いた。高瀬によれば，陽明学には「枯禅的元素」と「事業的元素」という二つの側面がある。

「支那王学者」が「枯禅的元素を得て，事業的元素を遺失」したのに対し，「我邦陽明学」は

後者を受け継ぎ，同時にその「義烈にして俊敏」かつ「実践的性質」に富んだ「日本国民の性

質」に由来して数多くの「活動的事業家」を輩出し，「藤樹の大孝，蕃山の経綸，執斎の薫

化，中斎の献身的事業より，維新諸豪傑の震天動地の偉業に至るまで，皆な王学の賚ならざ

るはな」かったという(70)。陽明学が明治維新に寄与したという視点は，三宅の『王陽明』が初

めて示したものではある。しかし，三宅のそれが「当時の藩閥官僚化した政府に対する抗議」

としての意味合いを持っていたとされるのに対し(71)，高瀬の批判的視線は，国内政府よりも，

陽明学を生んだ「支那」に対してよりはっきりと向けられていた。また，現代において陽明学

を再検討することの意味が「品性の陶冶」や「精神の修養」にあるという，井上の『日本陽明

学派之哲学』において強調される観点も，高瀬により初めて明確に言語化された(72)。道徳的価

値を持つ教えとしての陽明学の原型，基本的な陽明学者の人選，また陽明学の正統は今や「支
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那」ではなく日本にあるという，井上によって改めて提示されることになる認識は，まずは

高瀬の『日本之陽明学』によって示されたのであった(73)。 

 

おわりに 

 

 本稿では，まず明治期の陽明学研究について先行研究を整理した上で，そこでは捉えきれ

ていない時期の陽明学研究，具体的には，三宅雄二郎の『哲学涓滴』や，更にその背景にある

と思われる井上哲次郎の「東洋哲学史」講義，更にはその井上における陽明学理解の形成過

程を考察しつつ，『日本陽明学派之哲学』の原型と言える高瀬武次郎『日本之陽明学』につい

ても検討した。江戸から明治初期に掛けての「漢学」の文脈の中ではほとんど考慮されてこ

なかった陽明学は，井上や三宅によって「（支那）哲学」の文脈から再考察される中で，徐々

にその理解・解釈が形作られていった。それはやがて『日本陽明学派之哲学』へと結実してゆ

く。 

 近代日本の陽明学について語る際に『日本陽明学派之哲学』から逃れることはほとんど不

可能であり，かつ同書及び同書が有した影響力については，なおも語られるべき点があろう。

一方で，同書に至る過程についてもまた，論じられるべき多くのことを残している。本稿と

て，その過程について一貫した物語を紡ぐことができている訳ではない。しかしながら，陽

明学が（少なくとも当初は）「支那哲学」の一環として認識されていた以上，明治期における

「支那哲学」の形成過程の文脈の中において捉え直してこそ，同時期の陽明学研究の勃興に

ついてより良い理解を得ることが可能になる。またそれは，「支那哲学」の枠組みを超えて同

時代に大きな影響力を及ぼし，一種の思想的磁場を形成した『日本陽明学派之哲学』の形成

過程を探ることにも繋がり，ひいては近代日本思想史における陽明学の捉え直しにも繋がっ

てゆく。これは筆者自身の課題の一つでもある。 

 

注 

(1) 山下龍二「明代思想研究はどう進められてきたか」名古屋大学文学部『名古屋大学文学部研究論集 哲

学』v. 12，1964年，p. 60. また山下龍二『陽明学の研究 成立編』及び『陽明学の研究 展開編』（いず

れも現代情報社，1971年）など。 

(2) 吉田公平『日本における陽明学』ぺりかん社，1999年。 

(3) 荻生茂博「日本における＜近代陽明学＞の成立――東アジアの＜近代陽明学＞（Ⅰ）――」『近代・

アジア・陽明学』（ぺりかん社，2008年）所収。 

(4) 森田康夫『大塩平八郎と陽明学』和泉書院，2008年。 

(5) 小島毅『近代日本の陽明学』（講談社，2006年），同「明治後半期の陽明学発掘作業」（日本儒教学

会第2回大会シンポジウム発表，2017年5月，於：早稲田大学戸山キャンパス）など。 
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(6) 山村奨「「宗教」としての近代日本の陽明学」（伊東貴之編『「心身／身心」と環境の哲学―東アジ

アの伝統思想を媒介に考える―』汲古書院，2016年所収），同「井上哲次郎と高瀬武次郎の陽明学――近

代日本の陽明学における水戸学と大塩平八郎――」（国際日本文化研究センター『日本研究』第 56集，

2017年，pp. 55-93.）など。 

(7) 荻生茂博『近代・アジア・陽明学』ぺりかん社，2008年，p. 427. 

(8) 同書，p. 431. 

(9) 同書，p. 429. 

(10)「支那哲学」の語は明治14（1881）年〜15（1882）年度の東京大学文学部における授業科目名として初

めて登場する（東京大学史史料研究会『東京大学年報 第二巻』東京大学出版会，1993年p. 122.）。 

(11) 三宅雄二郎『王陽明』政教社，1893年，pp. 128-130. 

(12) 山下龍二「王陽明研究の原型――三宅雄二郎『王陽明』をめぐって――」二松学舎大学陽明学研究所

『陽明学』創刊号，1989年，p. 62. 

(13) 前掲注（11）p. 127. 

(14) 1911 年に辛亥革命が勃発して康有為が孔教運動を展開すると，服部宇之吉は，康有為が讖緯思想や

公羊学などを交えつつ儒学を「宗教」化しようとしていることを強く批判して，日本こそが「孔子教の真

髄を発揮」しなければならないと説いた（服部宇之吉「支那に於ける道徳の危機（孔子祀典の存廃問題

等）」東亜学術研究会『東亜研究』第2巻第12号，1912年，pp. 21-22）。 

(15) 三宅は桑原天泉『王陽明研究 学説，修養，教化』（帝国堂，1917年）の序文に「王子は支那よりも

日本に行き，朱子の化石せるに反して今尚ほ生命あり，他日広く紹介せらるべし」と記している。 

(16)“His [引用者注：西郷] attention was early called to the writings of Wang Yang Ming, who of all Chinese 

philosophers, came nearest to that most august Faith, also if the Asiatic origin, in his great doctrines of 

Conscience and benign but inexorable Heavenly laws.”（内村鑑三『内村鑑三全集 3』岩波書店，1982年，p. 

187） 

(17) 前掲注（7）p. 419. 

(18) 前掲注（1）山下「明代思想研究はどう進められてきたか」，p. 60. 

(19) 前掲注（7）p. 436. 

(20) 前掲注（5）小島『近代日本の陽明学』，p. 114. 

(21) 前掲注（4）pp. 261-265. 森田は三宅を「大塩思想の継承者」と見る。 

(22) 三宅雄二郎『哲学涓滴』文海堂，1889年，p. 23. 

(23) 同書，pp. 29-30. 

(24) 同書，p. 36. 

(25) 同書，p. 293.  

(26) 前掲注（2）p. 8. 

(27) 名古屋市編『名古屋市史 学芸編』名古屋市，1915年，pp. 226-229. 

(28) 同書，p. 225. 
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(29) 江戸期の陽明学受容についての最近の研究としては，高山大毅「食の比喩と江戸中期の陽明学受容」

（駒澤大学文学部国文学研究室『駒澤國文』53号，2016年，pp. 107-133）がある。高山によれば，安永9

（1780）年の文章（芥川丹邱『陽明学的』安永九年序，二松学舎大学図書館蔵）において「（陽明学は）

わが邦では先儒の藤樹がはじめて唱え，習齋が後に和しただけであり，寥々と響きを絶っている」という

言及が存在する（同書，p. 119）。 

(30) 東京都立教育研究所『東京教育史資料大系 第一巻』東京都立教育研究所，1971年，p. 741. 

(31) 二松学舎百年史編集委員会『二松学舎百年史』二松学舎，1977年，pp. 125-126. 

(32) 前掲注（10）p. 263. 

(33) 中村正直「古典講習科乙部開設ニ就キ感アリ書シテ生徒ニ示ス」東京学士会院『東京学士会院雑誌』

第5編，1883年，p. 43. 

(34) 町泉寿郎によれば，1890年代に入ると最上級の課本として『伝習録』が用いられるようになった（町

泉寿郎「幕末明治期における学術・教学の形成と漢学」二松学舎大学東アジア学術綜合研究所日本漢文教

育研究推進室『日本漢文学研究』第11号，2016年，p. 150）。 

(35) 井上仙次郎『今古民権開宗 大塩兵八郎言行録』山口恒七，1879年，p. 1. 

(36) 前掲注（7）pp. 429-430. 

(37) 前掲注（1）山下「明代思想研究はどう進められてきたか」や荻生茂博（玉懸博之編『日本思想史 そ

の普遍と特殊』ぺりかん社，1997年，p. 498）など。一方で森田康夫は，近代日本における陽明学につい

て，特に大塩思想の再解釈と復興に尽力した石崎東国に注目する。森田によれば，井上は『日本陽明学派

之哲学』において「陽明学につらなるもの」が明治維新に与えた影響に着目したものの，朱子学を中心と

する自身の「国民道徳思想」とは一線を画していたため，同書は「陽明学の再構築とその継承を意図する

ものではなかった」のであり，井上自身も「我が国近代思想史の上からみて主体的な陽明学的思想の体現

者ではなかった」という（森田康夫『大塩思想の可能性』和泉書院，2011年，p. 43）。たしかに井上は，

大塩の乱については一貫して慎重かつ消極的な評価を持ち続けており，「謀叛」という言葉を用いたこと

もあった（井上哲次郎「陽明学の大意（承前）」陽明学会『陽明学』第20号，1910年，p. 13）。何をも

って近代日本の陽明学を代表させるかという視点によっては，井上は陽明学のある側面の継承者ではな

かった，森田の言葉で言えば「主体的」な「体現者」ではなかったという考えも成り立ち得るとは思われ

る。しかし井上自身も陽明学会の首席評議員を務めるなど，彼（ら）の信じる陽明学の興隆に力を注いだ

のであって，ただちに井上を「陽明学の批判者」（森田同書，p. 56）と位置付けることはできないように

思われる。 

(38) 井上哲次郎『井上哲次郎自伝』冨山房，1973年，p. 9. なお三宅は明治16（1883）年に東京大学文学

部を卒業し，直後に東京大学編輯所に就職した。明治16（1883）年当時の三宅の職名は「東京大学准助教

授」であった（東京大学三学部『東京大学法理文三学部一覧 従明治十六年至明治十七年』丸家善七，1884

年，p. 253）。 

(39) 前掲注（34）。詳細は注（40）を参照。 
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(40) 金沢大学附属図書館蔵「高嶺三吉遺稿」中「支那哲学」。高嶺は明治16（1884）年9月に東京大学部

文学部選科に入学したが，卒業直前の明治20（1887）年7月に病没し，その遺稿（講義ノート）が第四高

等中学校に寄贈された（早川千吉郎編『高嶺君遺稿』早川千吉郎，1888年，pp. 4-5）。そのうち「支那哲

学」は「支那哲学」巻一〜三及び「島田先生述 支那哲学講義」巻一・二の大学ノート全5巻から構成さ

れている。町によれば，「支那哲学」巻三及び「島田先生述 支那哲学講義」巻一・二は，明治19（1886）

年から明治20（1887）年に掛けての講義録である。また「支那哲学」巻一について，その冒頭で示される

時代区分が，井上が留学から帰朝後に行った「支那哲学史」の講義録に見えるものと一致していること，

また講義内容全般に渡って西洋哲学との比較が行われていること等から，この部分が「井上哲次郎がドイ

ツ留学前に文部省から委嘱されて編纂に従事していた「東洋哲学史」の一部である可能性が高い」として

いる（前掲注（34）p. 141）。 

(41) 金沢大学附属図書館蔵「高嶺三吉遺稿」「支那哲学」「明治十九年一月 支那哲学巻一」21葉表。 

(42) 同書，22葉表。 

(43) 明治14（1881）年から翌年に掛けて，島田重礼は東京大学の授業において，伊藤東涯『古今学変』を

用いて「古今学術ノ異同ヲ講述シ粗其源委ヲ知ラシメ」たという（前掲注（10）p. 181）。『古今学変』

は唐虞三代から王陽明に至るまでの儒学史を論じた書物であり，狩野直喜も京都帝国大学において同書

を用いて講義を行ったという（吉川幸次郎・清水茂校注『日本思想大系33 伊藤仁斎 伊藤東涯』岩波書

店，1971年，p. 629）。同書は「陸子の学を論ず」及び「陽明王子の学を論ず」と篇を立て，陽明学の系

譜について，ある程度の分量を割いて，伊藤仁斎の古義学の立場から批判的に論じている。島田が『古今

学変』を用いた授業の中で陸九淵や王陽明にどれだけ言及したかは不明である。また岡本監輔は，哲学館

における明治21（1888）年1月の「儒学（孔孟学）」講義録において「宋ニ及ビテ廉渓ノ周子アリ，尋テ

程明道程伊川ノ兄弟，邵百源張横渠ノ諸人アリ，始テ孔子ノ統ヲ継クコトヲ得タリトス。後ニ朱晦庵象山

アリ，明ニ至リテ王陽明劉宗周ノ二子アリ。此中ニ就テ最モ高明正大ナルモノハ明道ニ如クハナシ」と，
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(64) 高瀬が明治32（1899）年に出版した『陽明学楷梯』は実質的に『洗心洞箚記』の解説であり，高瀬は

井上以上に，大塩平八郎に強い関心を抱いていたと思われる。高瀬（及び井上）の大塩観については，山
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