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横井小楠 ― 感情と合理 

ダビド・ラブス 

 
1. 序、問題設定 

感情と合理という題は、一見、単純に見える用語な

のですが、アプローチの方法と視点によっては、その

関連性は、必ずしも、それほど単純なものではありま

せん。幕末から明治初期における、感情の意義を、別

に弁明する必要はないと思うし、例えば本山幸彦先生

の「Proliferating Talent」iという優れた研究書の記述か

らもうかがえるように、明治初期の政治的な場面は、

感情に満ちた議論と論争にあふれていました。地域に

よって、様々な色彩の差があって、特殊性が豊富で、

その論争の合理性の濃淡が当然のものでした。つまり、

いわゆる「お家騒動」のような、人事をめぐっての、

派閥の揉め事から、実際の政策―教育方針―をめぐっ

ての論争までの、幅の広さのことです。そういう意味

での論争は、むしろ合理的だった、といえる藩の一つ

は、熊本藩で、そこで、三つの系統のグループー「実

学党」「勤王党」「学校党」が争っていました。実学党

の、教育、政治活動の伝統を少しさかのぼってみると、

横井小楠の影響に出会うのです。そして、私の発表の

テーマは、個人としての小楠の合理と感情ではなく、

むしろ、広く言えば彼の思想における、合理と感情の

関連性です。 
幕末の時期は、下級武士を中心として、政治的な意

識が徐々に高まっていった時期として捉えられます。

政治的な意識の上昇に、様々な思想的な動きも伴って

いて、武士階級の行動のパターンや、倫理と政治の相

互関係が急激に変遷していました。当時の政治的場面

に登場していた、思想家（例えば藤田東湖、佐久間象

山、吉田松陰、横井小楠など）は、上級武士がエリー

トとして、その指導的な役割を果たせないだろう、と

いう意識に目覚めていくにつれて、先ず武士階級にお

ける、あるべき秩序、あるべき君臣関係などを検討し

たり、一つの糸口としては、それぞれの理想的な人物

像 ― 徳川家康を始として、G.. ワシントンなどを

模範にしたものもふくめて ― を描き出したり、も

っと広くいえば、いわゆる「人材登用」論を提唱した

りするようになりました。 
そういう模索活動は、別に無理にラベルをつける必

要はありませんが、進行していた重要な過程としては、

仮に、政治場面の「分化」あるいは「分割化」、そして、

思想的な立場の細分化として、名づけることができる

でしょう。また、対外観上も、政治と、思想のそれぞ

れの分野における態度も色々と形成と編成してきて、

排他的な否定から、積極的に開国をすすめていた立場

までありました。が、これは、あまりにも周知のこと

で、これ以上詳細に述べる必要はないでしょう。 
横井小楠も、そのような、一番開かれた立場に立っ

ていた代表者の一人で、彼の思想における、思考的な

自主性の上昇や、身分に関する考え方など、注目すべ

き二三の点に触れてみたいと思います。 
 

2. 小楠の評価 
横井小楠（文化 6、1809 年 － 明治 2、1869 年）の

イメージは、明治中期から、長い間、否定的だったが、

戦後の歴史家によって、やっと高評価されてきました。

日本における研究の成果は多々存在し、小楠の思想の

様々な面が研究されていて、特に彼の経済思想、倫理

思想、政治思想について書かれた、研究書・論文を数

多く挙げることができます。歴史学界、思想史学会に

おける代表的な研究者による研究があれば、他方、熊

本県中心の地方史家による研究も活発に行われていま

す。一方、英文の研究は、いくつかの学術論文はあり

ますが、小楠は、思想家として、それほど注目されて

いないようです。 
小楠は、幕末から明治初期にかけての、過渡期の代

表的で独創的な思想家 ii として、普通、位置づけられ

ています。「独創的」という評価は、やや曖昧で、何を

指しているかというと、たいてい (1) 彼のいわゆる、

古典的な「三代儒教」の概念を、当時の政局に柔軟に

適用しようとしたこと、そして (2) それに基づいた、

伝統的な五倫の実践を超えた、「機能的な平等」の概念

のことです。19 世紀に入ると、諸藩では、蓄積してき

た経済問題が従来の場当たり的な対応ではもはや解決

不可能になりつつあることが自覚されて、改革の必要

性に迫られました。それら藩の役人と学者には、自分

の藩の枠内で具体的な政策論の面に限って考察して活

躍していた者がいれば、ある藩をモデルに、必要な改

革を全国的なレベルの問題として解決しようとしてい

た者もいました。そのような中で、藩ないし支配層全

体が直面する問題解決の糸口として、五倫関係の枠内

の、いわゆる「朋友の精神」で、問題を議論して、取

り組む、小楠の姿勢は、中々先進的だったと評価すべ
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きでしょう。もちろん、ユニークだったとは言えず、

例えば吉田松陰の松下村塾の教育の学風にも、似てい

るところがありますが、吉田は、一人一人の教育方針

として実施した一方で、小楠は、そういう理念を、施

設的にとらえていました。 
そういった、改革が迫られた状況における小楠の位

置は、周知のようですが、ペリー来航以来、極めて開

国的な態度をとって、東洋と西洋の対立より、その文

明的な共通点を模索して、相対的に考えようとしたも

のでした。彼の思想的な土台は、王陽明と程朱らの儒

学を徹底的に検討しなおして（蟄居を命じられていた

から）、熊本藩儒の大塚退野の学統をついで、「三代の

学問」の再構成に努力しました。その「三代の学問」

の再構成というのは、ここで詳細なところまで述べら

れないのですが、最も興味深く読んだ箇所の紹介に 

とどめたいと思います。 
 
3. 「三代の学問」 

「三代の学問」または「堯舜兎三代の道」を、彼の

晩年（慶応元年、1865 年）の作品の一つである「沼山

閑話」で、展開しています。当時、模範とされていた

朱子学者たちの論を、「宋の大儒、天人一体の理を發明

し其説論を持す。然れども専ら性・命・道理の上を説

て、天人現在の形体上に就て思惟を欠に似たり。」iiiと

言って、あまりに思弁的、観念的なものとして、批判

しています。彼にとって危機にあたり採用されるべき

アプローチは、「堯舜三代の聖天子賢臣たちが考え、か

つ行ったこと」に習うことで、「現在天帝の上に在せる

如く、目に視、耳に聞く動揺周旋、総て天帝の命を受

る如く自然に敬畏なり。」ivつまり、天を、そこに天帝

が現実にいるように畏れて、自然に（適切に）畏れる、

にあります。 
そして、その「敬畏」とはなんなのかというと、「天

工を廣むるの心得にて山川・草木・鳥獣・貨物に至る

まで格物の用を盡して、地をひらき、野を經し厚生利

用至らざる事なし」v ということだったと述べていま

す。つまり横井が聖賢から学ぼうとしたことは、きわ

めて現実的、実践的な活動と問題解決への方法論だっ

たように見受けられます。 
そして、儒者としては、当然、学問そのものを重視

し、そのあるべき内容を絶えず吟味しようとしていま

したし、自分が追求しようとする「真の学問」は、当

時、日本や中国で一般に行われていた学問とは違うも

のだと、はっきり自覚していました。vi 具体的にどう

いうところをその相違点としたかというと、小楠自身

は、より詳しく、述べていないのですが、受け継ごう

とするのは、学問と政治の統合性のことです。当時の、

学問の偏った利用（個人のキャリアーのための利用）

を批判して、「文」と「武」を一つの一体に統合させて、

その精髄を正確につかむ、という点に要約できるだろ

うと思います。儒学、とりわけ朱子学においては、本

来、学問と実践が一体不可分のものと捉えられている

ことが言うまでもないのですが、そういう概念を、小

楠ほど徹底的に主張したものは、数少なかったと思い

ます。 
 

4. 学問と教育 
次に、彼が言う、このような「真の学問」を手がか

りに、彼が直面していた、現実的な件をどう取り扱お

うとして、どうやって解決しようとしていたのか、に

ついて簡単に触れてみたいと思います。 
先ず、小楠が信奉していた「誠の道」の「誠」とは、

『沼山閑話』では、「。。。本然の真実、源頭より湧出す。

工夫を用いず。」vii質だ、と定義して、自分の学問方法

の最大の価値として、そういう理想的な「真」に近づ

けようとする志を強調したかっただろうし、学問方法

の根幹に、「志を立てる」という条件を前提にして、viii

悪状態からの糸口として、打ち出して、ですから、か

なり感情的な動機をもって、考え出したものです。 
その背景には、小楠における知的な責任感とか使命

感が働いたと、私には思います。以前、少し佐久間象

山の研究をしていましたが、彼においても、自分の能

力と努力で得た知識を、過剰に当てにした場合があっ

て、合理的な思考と相容れないほどの自負心まで蔓延

ってしまいました。小楠の心理においても、そういう

性格の側面は、度合いを別として、存在していたのは、

当然のことでしょうし、二人とも、そのような面でも

比較されています。 
ところで、この問題については、東京大学の平石先

生が詳しく優れた研究をなさっていましたが、彼は、

小楠の、「志を立てる」という熱心さについて、「ある

種の宗教的な回心体験」というほどの表現を使ってお

られます。ix 

しかし話しを元に戻しますと、そういう「真の学問」

の理念の目的は、社会の統治の問題、それに密接に関

連していた教育問題は、いわゆる「人材登用」論に反

映しています。その「人材登用」論は、彼の主要な作

品の一つである、福井藩有志に対して書かれた意見書

の『学校問答書』で論じています。学校問答書は、か

なり周知されている論文で、別に紹介する必要はない

と思いますが、その趣旨は、古今、名君が学校を、政

治にたずさわる人材を育成するために、起してきたが、
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その目的自体が差支えとなって、学生が皆有用の人材

になろうと、競って、お互いにそねみあって、学校は、

喧嘩の場となってしまうに終わるのです。「然るに其学

政一致と申す心は人材を生育し政事の有用に用ひんと

の心にて候。此政事の有用に用ひんとの心 直様一統

の心にとおり候て、諸生何も有用の人材にならんと競

立、着実為レ己の本を忘れ政事運用の末に馳込」xとい

う箇所です。 
 
学校の存在理由は、「学政一致」「政教一致」の理念

の実現にある限り、先ず失敗の原因を指摘して、「人材

を政事の有用に用ひんとの心にて候。」と言って、改

革への道は、学校での、むしろ「感情的」な学風、雰

囲気を改めようとしています。もっと詳しく言えば、

朱子学に古典的な「己を修める」という内面的な価値

の導入とか、重視を提案しています。ところが、その

「修己治人」説の、小楠なりの内容は、また「学校問

答書」で言うように、「君よりは臣を戒め、臣よりは君

を儆め、君臣互に其非心を正し、夫より萬事の政に推

し及」xiというのです。つまり、先述した、「機能的平

等」の観念のことで、個人の倫理的な面を明らかに優

先させます。そして、その昔の「戒めあう」ことに、

現在では、お互いに「善を勧め、悪を戒めて、過ちか

ら救う」と置き換えたのです。 
 
「善」については、また後ほど触れたいと思います

が、ここで注目しておきたいのは、「善を勧め、悪を戒

めて、過ちから救う」の、画期性のことです。忠孝の

ような伝統的な倫理的基準は、政治的、思想的な権威

を まだまだ持っていた幕府、公儀が、その内容を規

定して、その履行を強制的に要求できるようになって

いた。しかし「善」ほど一般的な「倫理的規格」は、

政治的な権力者に代って、こんど個人が責任を負わな

ければなりません。個人が相手を「過ちから救う」た

めに、先ず自分自身が主宰者である見解、価値判断を、

絶対正しいと信奉（信望）しなければならない、とい

うように、小楠の主張が読みかえられる、ということ

でしょう。新潟大学の楢原先生は、それを「価値判断

の根拠を（心の）内側に据える」とおっしゃっていま

す。xii 

また、学風の改革というと、曖昧に聞こえますが、

「時習館」という熊本藩校における学風は、典籍を詳

密に注釈する、いわゆる訓詁学的な傾向が、天保期に

なったごろ、学生の職分の意識、視野を藩以内に限定

させました。小楠らは、その傾向を批判して、藩内の

教育方針自体は、政治的な争点となって、そのような

環境で、小楠は、学風を改めようとしていたのです。 
学校における嘆かわしい状態を打開するために、彼

は、「講学」という理念を打ち出してきます。この講学

とは、小楠の言葉を借りて要約すると、「重き大夫（家

老）の身を云うべからず、年老ひ身の衰たるを云うべ

からず、有司職務の繁多を云うべからず、武人不文の

暗を云うべからず、上は、君公を始として大夫士の子

弟に至るまで暇まあれば、打ちまじわりて、学を講じ、

或は人々身心の病痛を儆戒し、或は当時の人情政事の

得失を討論し、或は異端邪説詞章記誦の非を判明し。。。

徳義を養ひ、知識を明にする」xiiiという学習精神を主

軸とすることを提出しています。そして、そういう学

校（中央のアカデミー）が機能すれば、究極の目的で

ある「学政一致」は、保証されることになります。 
 

5. 「講学」 

ここで強調したいのは、その提案の背景にある前提

のことです。先ず彼の「講学」の理念なのですが、上

記の君主と家臣の間の相互の戒めは、幕末の政治的な

実践とは、一見したところで、あまりにも離れている

ようで、また「身分の軽重を問わず」という発言は、

当時の五倫の枠をあまりに超えているように見えます

が、実は近年の研究によれば、徳川期の幕政、藩政に

おける、合議による政策決定の場での身分的制約につ

いての一定の柔軟性などは指摘されています。横井の

捉え方の画期的なのは、こういう思想的な枠組みは武

士に限っても、「講学」― つまり講習と自由討論 ―
という過程への参加することによって、それぞれの参

加者の政治への関わり方を、消極的から積極的な性格

へと変えようとしていたことにあると思います。  
また、源了圓先生に言わせれば、「講学」は、「単に

学を講ずるという意味ではなく、討論する、」というこ

とであるし、「社会の変動が起こってこれまでの世代の

人々のいただいた価値観では対応できなくなり、新し

い世代の友人（朋友）関係が、君臣・父子という儒教

の基本的な人間関係に劣らず重視されざるをえない事

態がおこった」xiv、ということで、当時の、世代と世

代の価値観の変化の速さを示唆させます。そしてそう

いう討論に対する、横井小楠の期待は「切磋琢磨之益」

「薫陶観感之徳」を培うことで、それをてことして、

本来の五倫秩序の再興ができるということです。 
身分の違う人が突然交わるようになって、「天理の追

及に向かって、自己と他人が協力一致することにより、

皆が妥協できる結論まで達成する」というのは、概念

として提起された理想にとどまって、実際に成し遂げ

やすいことではなさそうでありますが、小楠には、そ
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れが実施できる、と信じる、それなりの理由があった

わけです。 
つまり、この提案の背景になにがあったかというと、

少し彼の学歴にさかのぼることになるが、天保 12 年

（1841 年）ごろ、小楠は、熊本藩では、数人の武士同

士と「実学党」、という研究会を結成して、そこで、か

なりの身分の差を問わず、何人かで集中的に会ったり

して、古典作品の内容を自由に論じて、まさに切磋琢

磨の精神が盛り上がっていた、という奥深い経験でし

た。また彼が 2 年後に塾を開くと、その弟子たちとも

垂直的ではなく、かなり対等なコミュニケーション方

式を制定して、弟子に様々な情報を広く収集させたり、

対等なレベルでの議論に誘ったりしたのです。もちろ

ん、そういう経験自体は、決してユニークなものでは

なく、そういう教育を採用していた熟などは、他にも

あったが、そういう教育方針を理念化、一般化して、

中央の教育施設の理念に投影したのが、画期的な構想

だったように思えます。 
さきほど採り上げた『沼山対話』で、後の高級官吏

になった井上毅との対話を展開しながら、古の学問の

理想と、格物窮理の真の内容を議論するにあたって、

繰り返して「思う」という字（理念）を強調していま

すし、明らかに知的な文脈で話を進めています。例え

ば「凡そ人心の知覚は誠に限なきものにして、此の知

覚ををしひろむれば天下一物として我心に遺すところ

なきものに候。心の知覚は即ち思にあることにて、思

ふて其筋を会得いたし候へば天下の物理 皆我物に相

成 申ことに候。」xvそして、この「思」の働きは、「そ

の格物と申は天下（全世界）の理を究ることにて即ち

思の用にて候」xviですので、人（学者）には、世界中

の物事の理を極める能力が確実に備わっていて、「学び

て、時に習う」と主張すると、四書を主に参考に使っ

て、各々の学者の個人的な経験に重点を置くことにな

るのです。 
 

6. 小楠の「仁」 
知的な自主性あるいは主体性に言及すると、横井小

楠の思想における西洋の個人主義を見出そうとしてい

るのではないか、と思われるかもしれませんが、決し

てそうではありません。彼は、そのような関連で、人

間（従って学者）の、なすべき職分については、「天に

仕える道だけは、太古から今日まで一致している」と

言っていて、むしろ理想化した過去を想定しようとし

ています。 
小楠の思想の理解に重要なのは、彼は、性善説を基

本的な前提にして、知性と倫理の一致に達成するには、

なんらかの原則的な障害を想定していなかったことも、

意識しなければならないと思います。一つの具体的な

例として、彼の「仁」の捉え方が挙げられます。小楠

が「仁」を詳細に採り上げている『沼山対話』では、

東洋、西洋それぞれの文明との関連で、仁について述

べています。そして、結局、西洋の「仁」については、

「然らば、洋人の経綸は末有而無本ものに候はんか。」
xvii という質問に対して肯定的な答えを出して、「表面

的なものに過ぎない」仁でも、一応、仁として認めら

れる、と、結果的に断言するようになります。 
なぜなら、「仁」は、「他人を利する働きをする」も

ので、西洋で発明された蒸気船、機械などは、明らか

に生活を向上させるし、国が富み、兵は強くなり、租

税が安くなるので、「仁」そのものは「元がなくても」、

「仁の効用」はある、と認めざるを得ません。小楠の

そのような、あまりにも柔軟な結論の動機は色々と推

測できますー例えば、儒教的な支配原理（大義）を全

世界に普及させるには、まず違う文明でも、共通点を

重視しなければならないし、考慮の範囲内に取り入れ

なければなりません。それは、ともかくとして、西洋

の実態が、儒教の理想的な政治のパターンに（部分的

に）嵌るので、西洋人自身は仁の心を働かせなくても、

「西洋人も、仁政を行っている」と結論をせざるをえ

ないのです。 
小楠のそのような意見を読むと、読者として、ある

意味で自分の制限が感じられます。湘南の思想を研究

の対象とすると、彼の概念的に聞こえる発言、主張を 

整理しようとしたり、部分的な矛盾とか不明なところ

に注目したりしますし、彼の思想体系の内部から理解

しようします。が、彼が残した政治的な意見書の数は

それほど多くないので、それぞれの発言をする文脈を

徹底的に吟味しなければならないし、彼のスローガン

とか望みとか 考察みたいな発言の論調にも注意が必

要です。場合によって、十分な根拠のない主張もあり

ます。読者から言うと、小楠により詳しく説明してほ

しいところを、彼が逆に自分の構想の出発点にすると、

もちろん展開とか、弁明する必要を感じないので、立

証、弁明しないので、それこそ文脈に頼らなければな

りません。（先ほどの「天」についてもそうです。） 
それは、横井小楠の思想の批評よりは、むしろ彼の

目標を、当時の価値観と照らし合わせて、はじめて研

究の角度を正確に設定する必要性を語っているもので

あります。また、彼は、政治的な実践と結び付いた学

問を目指していたので、当然、社会に存在した矛盾も、

その思想に絡んできただろうと、十分推測できます。 
当然、彼の議論における、さきほど言及した、物質
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的な成果の役割は、決して小さなものではなかったよ

うです。彼が現在（当時）は、「交易」の時勢だとし、

「世界の形勢は人の勝手な意思によって左右できない

もの」なので、日本の将来を考えるに当たって、その

時勢に合わせなければならないし、また自分の藩、自

分の家のことを把握して調えるために、まず全世界の

行方を理解しなければならない、それにそむくのは、

意味が無い、「理にそむく」と主張しています。 
 

7. 結論にかえて ― 小楠の思想について 
ここに、「合理と感情」という題の視点から、注をは

さむと、小楠は、変遷の激しい時勢をつかむには、ど

うしても、思想家のアプローチは、いわゆる思想的な

楽観主義に基づいたように思います。先ほど、性善説

に少し触れましたが、小楠は、人は別に内面的に「善

という質をすでに獲得している」、ということを主張す

るのではなく、「善を行う」という内面的前提、気質の

性を有する、と言っていて、彼の善の把握は、「意図、

努力、志向としての善」として捉えられます。ところ

で、そういう関連で、自分についても、決して、「真」

にまだ達成していない、とはっきり告白しています。

小楠の仁の解釈によると、東洋と西洋は、総じて、一

体として、考えるべきでしょう。沼山閑話では、「堯舜

をして當世に生ぜしめば西洋の砲艦器械百工の精 技

術の功疾く其の功用を盡して當世を經綸し天工を広め

玉ふこと西洋の及ぶ可に非ず。」xviii とあえて、発言し

て、異文化である西洋文明の利器と成果を結果的に肯

定します。 
研究の早い段階からいうと、大きな結論を出すわけ

にはいかないのですが、彼が同時代人に秀でたところ

は、個人の倫理的知的な自主性を前提にした、従来の

儒教的な五倫を明らかに超えた構想で、あの講学を媒

介として、支配者の階層においての安定と指導的な役

割の再定義を図っていて、ある意味で、政治を発見し

たということがあげられます。 
横井小楠の三代儒教の徹底的な解釈と、たとえば 

「仁」の捉え方を考えると、一つのおどろくべき、い

わゆる「感情」は、いわゆる知的な勇気のことです。

彼は、自分が提唱する思想的な体系の有効性（その普

遍性）を立証するために、大系の基礎的な価値の一つ

である「仁」の、一般に敵視される体系での効用も認

めて、それによって、二つの体系の、対立的な関係を

乗り越す道を切り開けました。 
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