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熊沢先生芸術大意遺編

この文章は、学術の修め方を、晩年の熊沢蕃山が述べているものです。中でも剣術につい

て述べている項は、死生観に及んでおり、彼の悟得の深さを感じさせるもので、圧巻です。

知の構造が現代人には少し理解しにくいと思います。彼の大著「集義和書」に記載されて

いるものを引用しておきます。「学問の道に文武あり。文武に徳と芸との本末あり。文の

徳は仁なり、武の徳は義なり。仁義の本立て後、弓馬書数礼楽詩歌のあそびあり、弓馬書

数礼楽詩歌は文武の徳を助くるなり。」(集義和書：巻２)

江戸時代の士太夫である武士が修めるべき学問には、文武両道がありました。文の心の位

置である徳は、仁です。武の心の位置である徳は、義です。徳というのは、心の根の質と

いうほどの意味です。仁義の心を基本に持ち、諸々の芸術を修めなさい。そうすれば道の

なんたるかも見えてくることでしょう。そう蕃山は語っています。

芸術というのは、道と呼ばれるまでに高め深められる、前の段階の技術のことを言います。

蕃山は、弓馬書数礼楽詩歌という古代の芸術を通じて仁義の徳を修め、士大夫としての道

を歩めと、この文章全体で人々を励ましてくれているわけです。

ー元流鍼灸術の裏テキストでは、本当に見るということはどういうことか、学ぶとは、施

術とはと、心のあり方まで含めて詳細に解説されています。その心の位置、学術を深化さ

せていく姿勢―バランスのとり方について、この書から学ぶことのできることがたくさん

あります。

読み、学び、気付き、道を歩む、その第一歩をもう一度ていねいに踏み出していくきっか

けになると嬉しく思います。

原文の段落の取り方は、原意とは異るように読めます。そこで段落を新たに作りなおし、

大きな文章の括りを設けて、私が標題を付しました。目次として、冒頭に掲げておきます。

熊沢蕃山先生の意がより明らかになっていると思います。異論があればご教示いただける

とありがたく思います。
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..芸術を学び道義を養う■

人は動物〔注：動くもの〕です。善に向かって動かない場合は、必ず不善に向かって動き

ます。この思いがここに生じなければ、他の思いが他のところに生じ、さまざまに変化し

て止まることがないというのが、一般人の心です。この心と体が本来無物であることを悟

り、まっすぐに自性の天則〔注：自分にもともと備わっている美しい本性〕に従うことは、

心術を深く理解し、学問に習熟しているものでなければできないことです。そのため聖人

は、初学の人々のために六芸〔注：礼（作法）・楽（がく）（音楽）・射（弓術）・御（ぎ

よ）（馬術）・書（書道）・数（数学）〕を中心に教えて、その器を先ず形成させ、そこか

ら展開していって大道の心法を把握させようとしたわけです。

幼年の頃から六芸で遊んでいると、その志を主とする〔注：コントロールする〕ものがで

きますので、卑しく俗っぽい世界から自然に遠ざかることができます。おもちゃや喜怒哀

楽によってその心身を穢されることなく、だらしなさやよこしまな心がその心身を危険に

さらすことがありません。外においては筋骨を丈夫にするため、お国のためにもなるでし

ょう。少しでも君恩を忘れないのであれば、努力して心術を証しするようにしましょう。

そうすればそれが大道の助けとなります。小さなことであるからと軽んじてはいけません。

けれどもまた、芸を道であると勘違いしてはいけません。六芸は大道の一端〔注：とっか

かり〕にすぎないのです。

古人は六芸を用いて道義を養いました。そのため孔子門下の諸賢はみな六芸を学んで心術

を証ししました。芸や術であっても、その精神が義に入る時は、大道に通じます。ところ

が現代の芸や術を修める人々は違います。専門の芸を主とし、それが道義に合うかどうか

ということについては考えてもいません。偶然その理を得る〔注：個別の理論を理解する〕

ことができると、天下にこれ以外の道はないと考えてしまい、その一芸に溺れ、他と融通

する〔注：統合的に考え合わせて真実を知る〕ことができません。その説くところや行う

ところがすべて善であったとしても、大道に達してはいないため、道義を助けることには

ならず、かえって傲慢や闘争心を生じさせてしまいます。

現代であっても、道義を主として芸や術を修めれば、小さな芸であっても心術を証しする

助けとなります。一つの思い違いが千里の差を生み出してしまうのです。

芸や術を大切にする者は、そのありのままの形に従って、筋骨を調え、その生命力を収め

て全身に満たし、偏りなく融通無碍に活力を持ち、自由自在にそれを用いていくことが必

要です。よく修行のできている者は、相（そう）に亘（わた）らず〔注：表情に表れず〕、

念（ねん）を動かさず〔注：思いを動かさず〕、行くにも象（かたち）無く来るにも跡（あ
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と）がありません。そのため、神のような妙用〔注：素晴らしい働き〕がおこるのです。

相は気の状態が外に表れるもので、念は気が内に動くものです。念が少しでも動くのは、

倚（よ）るところがあるためです。倚るところがあると、心体が自在には動きません。心

体が自在に動かなければ、相に顕（あらわ）れることとなります。相に顕れると跡がのこ

るため見えてしまいます。心の中の問題であるといっても、念が少しでも動く時には、気

に亘り〔注：影響を及ぼし〕ます。気をよく修めている者は、物事にあたる際にも念を動

かすことはありません。

神気を定め不動の念で学ぶ■

ある人が言いました。「それは逆なのではありませんか？心は本であり、気の主です。気

は心に従うものです。ですから、心が安らかでない場合に念が動き、念が動くにしたがっ

て気が動くことになります。それなのに、気を修めている者は念を動かすことがないと言

われているのはどうしてなのでしょうか？」

そうですねぇ。大本の上から見る時は、心は主で、気は心に従うものです。ですから孟子

が気を養うことについて論じた際、ただ志を保持するだけのことであって、他に気を養う

工夫などないと言っているわけです。けれども一芸を大切にする者が、その術において気

を自由自在に扱う際には、念は動かさないものなのです。どうしてかというと、心は気を

用いることによってその機能を果たすからです。気が静かであれば心も自然に静かになり

ます。これもまた一つの術なんですね。

たとえば船に乗る際、丈夫でしっかりした船に乗る時には安心して渡航することができま

す。けれども一つ橋〔注：丸木の一本橋〕のような危険な橋を渡る際には、常人であれば

膝が震え、足が自由自在に動かなくなります。しかし水泳が得意な者の場合は、大道を走

るのと同じように一つ橋を渡ることができます。これは別の心があるわけではなく、器用

なわけでもありません。ただ、水に落ちても死ぬことはないという術を知っているだけで

す。そのため神気が定まり、念が動くことがなく、自由自在に足を動かすことができるの

です。芸や術を大切にする者が危険な状況の中にあっても動揺しない理由は、水泳が得意

な者が一つ橋を走って渡ることができるようなものなのです。
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神気が定まり念が動かないので、その心は自由になり、神のような用〔注：機能：動き〕

をすることができるのです。これは、士卒がしっかりしているために将が安心しているよ

うなものです。それ以外のこととなると念が動き気が安らかとならない理由は、道義がま

だ入っていないためです。幽明生死一貫の理〔注：幽明も生死も同じ意味：死生一如の理〕

を修め、無我無欲の心体を認知しているものは別格です。良い将が熟練した士卒を指揮し

ているように、東西南北自由自在に動くことができます。これに対して、気を修めること

によって念が動じないような者は、熟練した士卒が凡庸な将を手助けして功を立てている

ようなものです。将が陣法に熟練していなくとも、士卒が果敢に謀略をめぐらして働いて

いるので、備えが破られないだけなのです。そのため将も怖れる必要がなく、臆すること

がないため、士卒も安心して働くことができるわけです。けれどもその功は士卒にだけあ

ります。

剣術考■

剣術というものは止むを得ない場合にのみ行うものです。けれども止むを得ない状況にな

った時には、きっぱりと勝負しなければなりません。天地の間に陰陽が相迫り、進むもの

伸びる者は勝ちます。相迫って退く者は負けます。天地は無心なので、陰陽の自然な昇降

に任せているためです。陰陽が昇降する中に太極が厳然として存在しています。太極は至

誠の理〔注：本質〕です。色もなく形もなく声もなく臭いもありません。ただ陰陽の主と

成って、その感応に従って風雷や雲雨を発生させるものです。万物を化生させるものは陰

陽の気です。勝負はその応用の跡です。

理と気とが相乗じ、不測の霊妙が行われることを神と呼びます。これは心の本体であり、

寂然として不動であり、色もなく形もなく臭いもありません。何物をも蓄えてはいないも

のです。無物なので、霊明に乗じて不測の妙用をなし、自由自在に変化するわけです。少

しでも生を好み死を悪み、勝負で争い、必勝を期するような心を持っていると、私智や計

略や自他を比較するような念が生まれます。このような私念が生じてしまうと、それが心

を縛り、本体にある自然の霊明を塞いでしまいます。この理は聞いてみるとわかったよう

な気になりますけれども、よくよく自修していかなければほんとうの理解に達するのは難

しいものです。水を飲んで始めてその冷暖が自然にわかるように、身についた理解になら

なければ、心体の飾りに過ぎず、使えないままに終わります。実際に試して理解しなけれ

ばなりません。



- 6 -

霊明が物のために塞がれてしまうと、闊達自在の気はその行き場所が狭くなり、強弱偏倚

の心体二つとなってしまいます。どこに妙用が生ずることができるでしょう。このような

者がもし闘って敵に勝ったとしても、ただ打ち合いがうまいだけであって、剣術の奥義に

達した者であるとは言えません。

ほんの少しでも勝負の念が動いてしまうと、必死の義士にはとうてい敵（かな）いません。

このあたりのことは自分自身の心をきわめて、内面を探索しつつ自分自身で理解していか

なければなりません。理を聞いただけでは、真の理解には到達できません。剣術は勝ち負

けのことですけれども、争いの念が動かないようにし、その自然に〔注：ありのままに身

体が反応して動ける状態に〕したがうべきです。わずかな念であっても持ってはなりませ

ん。そのような状態になれば、心体の霊明を塞ぐものがなくなり、その気もまた霊明に従

って闊達自在となります。体は気に従い、心体は一つとなります。敵の中を行き来するこ

とも、曠野を走るようにできます。己の中に碍げがないためです。心が自由自在であれば、

気もまた自由自在になり、気が自由自在であれば、体も自由自在になります。少しでも塞

がるところがあれば、自分自身の心がかえって敵の助けとなってしまいます。

術の鍛錬■

問う。もしそうであれば、進退・前後・縦横・順逆を考えることは無意味なことなのでし

ょうか。

曰く。それは剣術の用〔注：技術〕です。その用をどうして捨てる必要があるでしょうか。

物事の理を知らなければ、用は役に立ちません。理はすぐに悟ることができますけれども、

動作によく習熟していなければ、気が硬く体も自由自在に動かすことはできません。訓練

していない人々を戦わせるようなものです。形がないものは形がないままに修し、形があ

るものは形を用いて修します。これが自然の理です。

無物の理■

けれども事は理によって生じます。形がないものは形があるものの主です。造化というこ
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とを通じてよく理解してください。ですから、習熟した後はここ〔注：技術〕に心をまっ

たく置かないようにします。

少しでも心をここに留めると念に亘ります。念に亘ると、気が倚るところができるため、

闊達自在の妙用を失ってしまいます。勝負の念を捨て、感じるままに動くとき、その送迎

においても〔注：剣を受け、送り返す、気を受け、送り返す際にも〕、その霊明が塞がれ

るところがありません。霊明が塞がれるところがなければ、その修練に従って自然に動く

ことができます。〔注：剣術の用―剣術の技術に〕心を留めてはいけないのです。

古語に「眼裏に塵があれば三界狭まり、心頭に事なければ一身寛し」いう言葉があります。

眼の中にものがなければ明らかです〔注：はっきりと見ることができます〕が、塵や砂が

少しでも入ると東と西の区別をすることもできなくなります。心に物がなければ広大です

が、心頭に意念が少しでも横たわると、塞がられてしまい、天地も巣窟のように狭くなり

ます。心が塞がると気もまた塞がり、気が塞がると体が自由自在に動かなくなります。自

分の心がかえって自分の心を惑わすわけです。

易に「無思無為、寂然不動、感而遂、通於天下之故。」と述べられています。測ることの

できないほどの造化の妙用、聖人の大道の心法は、この一語に尽くされています。寂然不

動とは、念を凝らし情を断って、枯木や死灰のようになることではありません。無我無欲

の心体のことで、一物も持ってはいないもともとの状態のことです。この中に測ることの

できない妙用があるわけです。無声や無臭に感入することによって、天下の事変に通じる

のです。心頭を澄まして、その心の変化を見るわけです。

天地は空々として無物ですが、風雷雲雨がそこに起こり、万物が造化されます。考えて得

ることができるようなものではなく、行って取ることができるようなものでもありません。

それが自然の本体です。天地がいかに広大であるといっても、陰陽に少しでも偏りがある

と、五穀が実ることはありません。人は小体です。ただ一念が執滞するだけでも、一身の

碍げとなるということを理解しなければなりません。

剣術の理もまたこれを同じことです。心体無物であることによって自由自在に変化するこ

とができます。澹然（たんぜん）無事な心体には、我もなく敵もいません。我がないので

すから、往くに象がなく来るに跡もありません。ここに至れば、師もこれを伝えることは

できず、弟子もこれを受けることができません。いわんや言葉で話すことができるような

ものではありません。以心伝心というほかありません。名師であってもこれはどうするこ

ともできません。孔子が「仁をなすものは自分であり、他人ではない」と言っています。

聖人であっても人に道を悟らせることはできません。このような窮極の所は、自ら修する

しかないのです。
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無物の心は無敵■

自分が少しでもあれば、敵もあることになります。敵があれば、それと角突き合わせるこ

とになります。敵はもともと、対待〔注：相反する対応関係：陰陽関係〕と呼ばれていま

した。ですから自分の相手を敵と言います。陰と陽、前と後、上と下、西と東といった類

はすべて敵〔注：対待の関係〕です。形象があるものには必ず対するものがあります。対

するものがあると必ず角突き合わせることになります。対するものがない時には、角を使

うこともありません。これを無敵と言います。

聖人は心体を名づけて中（ちゅう）と説かれましたが、これも対するものがないという意

味です。東西南北四維〔注：四方〕それぞれに対するところがあります。けれども、中に

は対するところがありません。対するところがなければもちろん、不偏不倚です〔伴注：

偏るところも寄りかかるところもありません〕。

天地は無心のままで風雷雲雨を起こすことができます。天はこの風雷雲雨を蓄えているの

でしょうか？寂然不動の無物の〔注：天地の〕心体が感応し、この気を凝らし散じさせて

いるだけです。ですから去ってもその跡を残さないのです。人の生死もまたこのようなも

のであり、生死だけでなく心の変化もこのようなものなのです。

人心というものは寂然不動の心体であって、もともと一物も蓄えてはいません。そのため

この霊妙をなし妙用をなすのです。少しでも蓄えるものがあると気もそこに偏ります。少

しでも倚るところがあると、闊達自在ではなくなってしまいます。向かえば向かい過ぎ〔注

：過剰〕になり、向かわなければ不及〔注：不足〕となってしまいます。向かいすぎるも

のは、その勢いがあふれて止めることができなくなります。不及となるものは、飢えて使

い物になりません。〔注：過不及〕共に変〔注：問題が起こったとき〕に対応することが

できません。自分で修めて後、はじめて理解することができるでしょう。

老子は、「常無欲 観其妙 常有欲 観其竅」と述べています。無欲というのは寂然不動

の心体のことであり、有欲というのは七情の変化の跡です。妙は心身の妙用であり、竅は

そのよって出るところの大本のことです。寂然不動、無声無臭の心体を認知するというこ

とは、造化の大本が一物も蓄えることなしに雲を流し雨を施してさまざまな物を作り出し

ていくという、不測の妙用を理解しているということです。造化がすでに行われ、さまざ

まな物が形をもって作り出されていること、これが心の妙用に通じるものです。

自由自在で推測することのできない変化は、すべて無物である天真に由来しています。で

すから、元々は一物の蓄えもないということがわかります。有の世界における妙用を通じ

て、無の世界の大本を理解し、そこから有の妙用がわかってきます。造化に通じて人心に
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達し、さらに造化に通じていくわけです。幽と明、生と死とは一貫のものであるというこ

とを、易を通じて深く理解することができるでしょう。

たとえ文字学問のない者であっても、今日目に見えるところである、寒暑の往来、陰陽の

変化から、自分自身の心頭に尋ね、心の変化するところを試していくと、必ず自得すると

ころがあるでしょう。

千万人の敵の中にあって、この形がもし微塵になってしまったとしても、この心は自分の

ものです。〔注：楠木正成を連想させる〕大敵であってもこれを奪うことはできません。

この念が動かなければ、空しく死ぬことはありません。剣術を学ぶ者は、初学の頃からこ

こに心を置くようにしなければなりません。もし私念が少しでも起こるならば、生死にお

いて迷うこととなります。

必勝は理にあります。行為にあるのではありません。たとえば、水は火に勝つということ

は必勝の理です。けれども物が非常に盛んな時にはこの理が覆ることがあります。一杯の

水で車一台に積んだ薪の火を消すことができないのは、火の勢いが盛んなためです。この

ことだけを見て火は水に勝たないものであるとすることはできません。また、石は重くて

水に沈むものですが、洪水が起こると大きな石も流されてしまいます。このことだけを見

て石は水に流されるものであるとすることはできません。必勝の理にただ任せきります。

そして、必勝の念を生じてはなりません。もし少しでもこの念を生じさせると、敵が立ち

ます。形象がない者は生死をこえており、勢いに屈することはありません。形がないので

敵がないからです。ここもまた以心伝心の所であるということになります。

大道に学ぶ■

ある人が言いました。寂然不動の位置にあって天下の根本を感じ取るのは、天理と一体の

聖人だけです。今の時代にその妙に到達している者がいるのでしょうか？

答えて言いました。私が述べているところは、その全体を語り、至極を論じて、道に極ま

りがないということを言っているものです。聖人の心の位置になければ、芸や術を極める

ことができないと言っているわけではありません。剣術だけでなく、六芸すべてはそれぞ

れ道の一端であり、心術を助ける器です。ですからその至極を論じていけば道と合するこ

とになります。

とはいってもそれは、芸や術のわずかに一つです。その器にあった人は、生死を忘れ、そ



- 10 -

の術において志を深く用い、修練を尽くし、義が神に入る事ができれば、その一術の妙所

に至ることができるでしょう。けれどもその一術にしか心を用いず、心術そのものを理解

できていない人には、大道に通じることもそれを修めることもできません。大道に通じ修

めることができるような人は、始めからその志を立て、神を定め、徐々に術が熟していく

ような人です。ですから〔注：聖人の心の位置にはない〕初学の者であっても、役につく

ことがなくとも、〔注：私の至極の論を聞くことは〕その分に応じて益があるでしょう。

道術に通じていない者は、役につくことを身の楽しみとします。少しでも得るところがあ

ればかえって傲慢になり、争う心が助長されて、豁達自在の心を苦しめ、その身に禍いを

招くこととなります。

三代の古〔注：夏殷周の三代〕にはまだ、剣術で名をあげた者を聞きません。戦国の時代

には剣士がいて、その術を試していました。けれどもその道は、自然によるものではなく、

互いに打ちあって勝ちにいくようなものでした。ただ荘周の闘鶏の論だけが、暗に剣術の

極所〔注：もっとも大切なところ〕を悟っていました。古には六道を用いて道学の助けと

していましたが、剣術という名前はまだありませんでした。けれども、射術の中に剣術の

理が備わっており、古代にはその射術によってその人の徳を理解することができると言わ

れていました。

今の剣術も、その体は治の備えで心術を証すものであり、その用は士たる者の生死の間に

用いられる術です。私意を用い争いを主とするなどとうていできません。曽子の簀を易え

〔伴注：孔子の弟子の曾子が、死ぬ前に病床の大夫用の簀（すのこ）を、身分不相応だと

して、易（か）えさせたという故事〕、子路の冠を正す〔伴注：子路が内乱にあって死ぬ

際、「君子は、冠を、正しうして、死ぬものだ」と述べたとされる故事〕の志がなければ、

たとえ神通を得ることができたとしても、剣術の真ではありません。

ただ生死に心を止めず、動作はそれまでの修練に任せ、疑いをきっぱり捨てて進む時、そ

の術が未熟なためにその形が微塵になったとしても、その心において動ずることがなけれ

ば、剣術の真を失っていないことに当然なります。これが初学から極所に至るまでの志と

いうものです。

その動作は、血脈を通じ、筋骨を健やかにし、心気を修するための術です。よく勉めなさ

い。私は思うのです。水練〔注：水泳〕に熟達した者は、舟を上手にこぎます。これは他

でもなく、江河を陸地のように見ているためです。もし舟がひっくり返って水中に投げ出

されても、陸上で転ぶようなもので、危険を感じないのでしょう。そのため水上にいるこ

とを忘れ自分を忘れて、ただ心のおもむくままに任せることができるので、神が定まり自

由自在にこぐことができるのです。

世間の剣術家〔注：沢庵禅師に道を説かれ諭された柳生宗矩のことか〕もまた、長年その
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術に志をくだき、気を練り動作の修練をし、勝負の機微を明らかにして後、百回、人と試

合をしても危険はありませんでした。ここに少しも疑いを挟まなくなりました。そのため、

神が定まり内も静かになっていました。敵を忘れ、我を忘れ、ただその心のおもむくまま

に任せることができたわけです。水練に熟達した者が船を上手にこぐようなものです。そ

の一術において、心のままに自由自在にこなすことができたわけです。

けれども正道を聞いていない人は、そのしかるべき所を理解できてはいないので、ただそ

の一術の道理だけが正しいと思ってしまいます。これが気象を認めて〔伴注：個人差に従

ってそれを〕道とする類です。自分一人だけがこの理を理解しているとして別格とし、常

(じょう)とすりあわせることを理解できません。天下にほかに道はないと思ってしまうわ

けです。

理というものは天地の理であり、すべてに明徳〔伴注：本来的な特性〕があるものです。

自分一人だけがこれを理解していて他の人が皆理解していないなどということがあるでし

ょうか。形は気によって動き、気は心によって動きます。それでは心とはなんでしょうか。

書生が言いました。「霊明の天理を具えて一心の主となるもの、それが心なのではないで

しょうか。」

「その通り」

そう私は答えました。

ただし、これを見て通り過ぎるだけでは心の噂をしていることにしかなりません。まっす

ぐ心頭に尋ね入り、その妙用、変化するところを見、自ら試みなければならないのです。

このように尋ねていき、その本体を認知するわけです。水を飲んでその冷暖を自然に理解

するのと同じように、疑いや迷いがなくならなければ、心をほんとうに理解した人である

とは言えないのです。

自身の本体を知る■

もし本体を認め理解することができていれば、その妙用や変化のよってくるところが理解

でき、造化に通じていることになります。ですから幽明生死においても、疑うことがなく

迷うこともありません。その本体を篤く信じてこれに従っていると、外物に惑わされるこ
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とがなくなるためです。天地はわが天地であり、世界はわが世界です。天下においてわが

心を妨げるものがなければ、今の世に生まれてはいても自分はまさに尭舜〔注：ぎょうし

ゅん：古代の帝王〕の民です。法華はこれを「娑婆すなわち寂光浄土」と呼んでいます。

この心で芸術を修めれば、その妙用は自然に得ることができます。これは高上神奇玄妙の

こと〔伴注：とってつけたような珍しい奇跡の話〕ではありません。初学であっても篤く

信じ始めからその志をここに用いれば、神は定まり気は平らかなまま、分に応じて益があ

るでしょう。これが古の学術です。

今の人は篤く信じるということがないので、その志も堅固ではありません。誘惑に惑い、

心法のことはよくわからないと思って、全力を尽くして進もうとはしません。ただ、意識

の才覚〔注：小手先の知恵〕を用いて、目先の功利〔注：目の前の利益〕をおい、始終〔注

：人生を生きるとはどういうことなのかということ〕を省みず、古人の言葉は迂遠のもの

とし、今に間に合わせる者〔注：現状に適当に調子を合わせて生きていく者〕を知恵者と

します。これを小人の中庸と言います。

人として自分の心体を理解していなければ、自分であって自分ではありません。物にひか

れて動き、物にひかれて止まり、生涯ものに使われている状態を「自楽」としてしまうわ

けです。ものを使うのか、ものに使われるのか、よく理解しなければなりません。

情欲を制す■

人には皆情欲があります。情欲というものはもともとは人に使われるものであって、心に

とっては客にすぎない、ということをよく理解しなければなりません。このことは心頭に

入り自分でよく試みなければなりません。心体を見るための工夫は、妄情を去るように勉

めるところにあります。妄情は惑いを根とし物欲によって生じます。欲が動き妄情が心体

を縛りつける時、本然である霊明はこれによって蔽われてしまい、惑いがますますひどく

なります。そのために、意識の才覚や動作も使われてしまい、心の妙用が自由自在に出な

くなります。

物にひかれて動き、物にひかれて止まる。動く時も自分が動いているのではなく、止まる

時も自分が止まるのではない。それが心を苦しめているものであることを理解できず、た

だ情欲のみに従い、意識の才覚を自分の知であると考えて、これにひかれて日々苦境に入
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り出ることができなくなり、悶々としてその生涯を終えることとなるわけです。

たまたま道を聞いて少しの間は喜んだとしても、妄情が意識を妨げているので、心体を見

ようとする志も、その道を塞がれて入ることはできません。

常に物欲を制し惑いを解くこと、これが、心法の手を入れるところとなります。

おわりに■

以上がその大略です。

前に論じたように、理は聞いてみると理解しやすいのですけれども、あとから起こる妄情

にひかれてしまうと、終にはその心を失ってしまいます。初学者はここに退屈して〔伴注

：道を求めることを諦めて〕しまうわけです。信が篤くないためです。勉旃〔伴注：べん

せん：禅語：これに勉めよ、これに勉めよ〕

由来■

この書は、野州野木の手前にある西木の宮いうところの大橋三右衛門が、熊沢先生直筆の

書を所持していたものを、加藤昇三郎というものがそこに滞留し、写させてもらったもの

を借りて写したものです。剣術の奥義です。妄りに人に示してはいけません。

天保十己亥（１８３９年）冬月 石川静
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右の書は密かに借り求めてこれを写しておいたものです

安政十己年（安政六年己の間違いか：１８５９年）四月 中山 主

名 写

文久元年酉（１８６１年） 冬十月 中山氏より借りることができ、ひぞかにこれを写し

ておきました。

酒井 了

跋■

「芸術大意」一巻。これは蕃山先生熊沢伯継の遺著です。天保十年荘内の士 加藤昇三郎

下野西木の宮を過ぎ、先生の手書きによるこの本を獲て筆写して郷国に伝え、以来同藩

士の間に転写されて今に伝えられました。西木の宮の地は、先生が晩年隠棲された古河の

地から遠くありません。先生の著述が伝えられ蔵されたのもまた理由のないことではない

でしょう。この書の口吻は集義内外の二書〔注：熊沢蕃山の主著〕と互いに符合している

こともまた、多くの人から指摘されてきました。これを先生の遺著であると私は断定して

疑いません。もし先生がこれを著していなければ、天はさらに無名の蕃山を生じさせてこ

れを述べさせたであろうとしてもまた、邦家の祥とすべきことであります。〔伴注：熊沢

蕃山の遺著に間違いないとは思う。けれどももし熊沢蕃山の書ではなかったとしても、こ

れは立派な書物なので、熊沢蕃山と同じように立派な無名の人が書いたのだろう。だから、

これを当家の吉祥ー誉れとしていいだろう。〕

先生の学は姚江江西に発していますけれども、もともとそれも天賦の美質を引き出された

ものであり、その高邁達道の玄言にいたっては、先生の独壇場であり空前絶後のものであ

ると言えるでしょう。幕末維新の大変に際して、先生にもっとも私淑した者として、西に

横井小楠があり東に勝海舟がありました。これもまた達人にしてはじめて達人を知ること

ができたものであると言えるでしょう。
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ああ、この一書を先人が我が郷党の地にもたらしてから、その士大夫は争って伝写して、

自身の正徳のたすけにしました。今、これを蔵して私に刊行を許したのは、私の友である

榊原君政雄、この刊行を私に薦めた者は、私の友である巌本善治翁、刊行の任に当たって

くれた者もまた私の友である萩原金吾子です。皆な、私が平生より畏敬している君子たち

です。先生の遺著はこの三人の君子によってまさに刊行されようとしています。欣快〔伴

注：喜び〕を禁ずることができません。ここにその伝来の大要を述べ、あわせて私には寸

功もないことを識しておきます。

昭和十一年子歳七月上澣

後学 角 田 貫 次 謹識


