
はじめに

貝原益軒（1630－1714）は黒田藩に仕えた儒者であり、

特に教育思想家として多くの教訓書を残している。また

音楽（古楽）に対する造詣も深く箏・琵琶の演奏に秀で、

また楽書『音楽記聞』の著作もあるように、楽理的知識

も豊富であり、生涯、音楽を手放さずに過ごしたので

あった。彼は85才の生涯を生き抜いたが、当時としては

相当な長生きであり、日常生活の養生ぶりが偲ばれる。

その秘訣を示したのが『養生訓』であって、ここには精

神の安定が健康上最有益であること、そのためには音

楽・舞踊が最も有効であることが示されている。この指

摘こそ現代における音楽療法の先駆けであり、彼の長命

はそれによって証明されるのである。

当時、儒学が幕府の官学であり、特に朱子学は幕藩体

制の安定に寄与するものとして学ばれていた。したがっ

てその中心になる礼楽についての論議も盛んであった

が、それは礼に限られ、楽はほとんど問題にされなかっ

た。その中でも熊沢蕃山と貝原益軒は音楽を実践し、そ

の教育的価値を説き、音楽の教育についても思考してい

たのであった。ところで蕃山と益軒、同じ儒教でも陽明

学（蕃山）と朱子学（益軒）といった相違があり、した

がって当然、音楽思想も異なってくることは明らかであ

る。そこでこの小論では、まず蕃山の音楽教育思想の中

心的部分を掲げ、それに対するものとして、益軒の音楽

教育思想を論じたい。それによって益軒の思想がより明

白になることを期待する。

1 蕃山の音楽教育思想《道徳としての音楽》

蕃山（1619－1691）の礼楽に対する見解の根拠は『論

語』にある。彼の礼楽論を扱った『集義和書』第七巻の

中で、『論語』からの引用が数ヶ所あり、それぞれが主

要な内容を構成している。

道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に遊ぶ。（述而篇）

これに対し蕃山は、

他岐の惑なく人道の正しきを得むと欲するは、道に志

すなり。徳によるは、有徳の人により近付也。仁に依

るは、自己天真の正に本ずき養て得所あり、大体にし

たがふもの也。芸に遊ぶは、礼楽弓馬書数等の人倫日

用の事にをいて正しき所に遊ぶ也。(1)

と述べ、礼（道・徳・仁）とともに芸（六芸）を学ぶこ

とを示唆している。そして特に音楽については、

子曰わく、詩に興り、礼に立ち、楽に成る。（泰伯篇）

を引用し、その中で特に「楽に成る」について、

楽は楽也。有生のたぐひ遊び楽しむことあらずと云事

なし。正きことに楽しみ遊ぶときは、知らず識らず徳

をなす者也。(2)

と述べ正しい音楽を楽しむことは、徳に繋がることを強

調する。すなわち

夫楽に五声・十二律有。或は歌舞し或は竹糸をしらべ、

人の性情を養て邪穢を蕩
トウデキ

し和順にして道徳を得るも

のなり。故に、風を移し俗を易ること楽よりよきはな

し。(3)

とし、歌舞・竹糸（雅楽）によつて、人間が道徳的にな

ることを指摘したのである。

文学して道理を知るといへども、楽を知ら不る者は、

その風情に通ぜず。楽を学びても、文学せざれば、其

の道理に通ぜず。(4)

つまり文学（学問）と音楽とが教育の主要な教科とし

て取り上げられたのである。いうなれば蕃山は、道徳性

の陶冶に直接関わる学問と音楽を教育の中心に据えたの

であり、これこそ彼の礼楽を基盤にした教育の実践計画

なのであった。そして其の実践計画について、次のよう

に語っている。

日をかへて音楽ををしへ、八九歳の子には笛・篳篥
ヒチリキ

・

笙
ショウ

の譜を唱へしむべし。音律よき師に付て、十人も二

十人も一度に習ふなり。十二三歳よりは三管をわかち

をしへ、絃は箏
ソウ

よりをしふ。八九歳の子おのずから耳

に入て、後年の益になるものなり。(5)
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以上を通し、雅楽教育の実践上の内容を提示したので

あるが、この学習の中で特筆すべきことは、集団学習を

示したことである。もちろん雅楽は合奏が主体であり、

集団で行なうことは当然であるが、蕃山は特に集団学習

にこだわったことは『論語小解』の中に提示されている

言葉、すなわち人々とともに学習することは楽しいこと

であるを念頭に、

箏琵琶和琴同絃し、笙笛・篳篥打物など数人同楽した

るは楽しみなり。（中略）相助て才を達し徳をなすは

一躰
タイ

の楽しみなり。(6)

と記し、集団学習の効果を積極的に認めており、この点

からも雅楽教育の有益性が強調されている。この集団学

習は、まさに礼楽思想から発したものである。つまり集

団学習は「和」の精神を昂揚させるもの、いうなれば

「和」とは「和合の和である。それは人の和合を意味す

ると同時に、音の調和を意味するものであり、従って、

倫理的概念を示す言葉であると同時に美的原理を示す言

葉なのである」。(7) すなわち蕃山は雅楽の合奏を通じ、人

間同志の和合の精神を養うと同時に、そこで奏でられた

調和の美を感得させることを目指したものと思われる。

蕃山の音楽教育思想の原点は、紛れもなく人倫に根差し

た道徳的精神の昂揚であり、楽は礼の中に取り込まれて

いったのである。

以上の蕃山に対し益軒は、朱子学的立場から音楽教育

を秩序と調和、つまり天地自然の理から捉えていったの

であった。

2 益軒と音楽

益軒と音楽についての資料は日記、書簡の中に記され

ているが、井上忠『貝原益軒』(8)の中に、多少とも纏った

形で記述されていて、特に参考にした。

まず益軒が7才の時、「猿楽の俗謡は好んだが、博多の

町中で歌われる卑猥な曲は嫌った」(9)と記されているよう

に、彼は幼い時から卑猥な音楽を嫌ってたようであり、

これは晩年に至るまで変わらなかった。益軒の音楽への

関心は35才頃より目醒めていったとされているが、実際

は、もっと早い時期であったと推察される。そしてこの

頃、大蔵卿三位から古楽の指導を受けたことが記録され

ており(10)、35才になってはじめて古楽の実践に飛び込ん

だようである。その時習得した音楽は、多分箏・琵琶で

あったように思える。それは彼が最も好み、また得意と

していたことから推察し得るのである。

39才で結婚したが、夫人の東軒は「和歌が巧みで箏・

胡琴をよく弾き、晩年には益軒らとの合奏を楽しんだ」(11)

との記録も残されているように、彼等の日常生活は音楽

に満たされていたことが分かる。

42才の時、古楽への関心が深まり、米川玄察の宅で楽

譜(12)を吟じた。

60才の賀宴を催し、自ら琵琶を弾き、夫人が箏を奏し

た。(13)

61才で米川玄察の兄、助一郎に箏と篳篥を師事す。ま

た助一郎の紹介で宮中の楽人山井近江守について、古楽

を深めた。

62才の時、花山前大臣宅で饗宴が行なわれ、大臣が箏

を、益軒が琵琶を弾き、また4人の楽人が笙・篳篥・

笛・太鼓をもって益軒の選曲した三台・太平楽・林歌・

賀殿・陵王（いずれも雅楽曲）を演じたことが書簡に残

されている。(14)

古楽への興味はますます高まり、「入京の折りには藩

の篳篥の奏者友池半助を伴っている」(15)との記録もある。

以上は益軒の音楽上の実践記録であるが、なによりも

彼の音楽思想を知るには、72才の時に書かれた『音楽記

聞』(16)が最も参考になる。この書を見る限り、益軒の音

楽に対する知識、特に楽理と楽器に関する知識は実に豊

富である。全体を通し、学習書(17)としての性格をもって

いるが、益軒の音楽上の思考がよく表明されている。ま

た『慎思録』『五常訓』にも『楽記』を基盤にした礼楽

が論じられている。また『和俗童子訓』は子供の教育論

であるが、僅かながら音楽教育に触れている。楽（らく）

を言及した『楽訓』の中に音楽の記述があるが、「しか

し『楽訓』での音楽へのいざないは淡い」との指摘もあ

るように、益軒の和楽を本にした音楽思想が十分に示さ

れていないのが残念である。また『養生訓』には音楽療

法についての記述があり、益軒の音楽に対する関心の深

さは、ここに示されている。

3 音楽教育論

（1）『和俗童子訓』

益軒の教育上の著作のほとんどが晩年に集中し、それ

らは平仮名で、しかも平易に書かれていることに特徴が

ある。それは対象を庶民に向けることで、多くの人々に

理解を得ることを目的にしたものと思われる。その中で

音楽の教育論は『和俗童子訓』に記述されているが、ほ

んの断片的なもので、音楽に深い関心を抱いていた益軒

の論述としては、非常な物足りなさを感じるのであるが、

それについては後述することにして、まずは『和俗童子

訓』に示された教育の内容から検討したい。

小児の時より早く父母長兄につかへ、賓客に対して礼

をつとめ、読書・手習・芸能をつとめまなびて、あし

き方にうつるべきいとまなく、苦労さすべし。はかな
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きあそびにひまをついやさしめて、ならはしあしくす

べからず。(18)

以上、礼を中心に読書・手習・芸能をもって教育の内

容が構成されており、芸能が教育の一郭を占めているこ

とが目に付く。

芸はさまざま多し。其内にて、人の日々に用るわざを

えらびて学ぶべし。無用の芸は、まなばずとも有りな

ん。芸も亦、道理ある事にて、学問の助けとなる。こ

れをしらでは、日用の事かけぬる芸を学ばざれば、た

とへば木の本あれども、枝葉なきが如し。(19)

すなわちここでは日用に必要な芸(20)だけ学ぶことを推

奨している。そしてまた、学問を学んでも芸を学ばなけ

れば、枝葉のない木になると述べ、芸の必要性を説いて

いる。ここで益軒は芸の中から特に音楽を取り上げ、

又、音楽をもすこぶるまなび、其心をやはらげ、楽し

むべし。されど、もはらこのべば、心すさむ。幼少よ

りあそびたはふれの事に、心をうつさしむべからず。

必ず制すべし。もろこしの音楽だにも、このみ過ごせ

ば心をとらかす。いはんや日本の俗楽に翫ぶ散楽は、

其章歌いやしく、道理なくして、ひとのおしえとなら

ざるをや。(21)

と述べ、『和俗童子訓』唯一の音楽教育論を展開してい

る。まず音楽教育の目的として、「其心をやはらげ、楽

しむべし」とし、音楽によって心を和楽にして楽しむこ

とを挙げている。つまり音楽によって楽しい心を引き起

こすことが、音楽教育の唯一の目的であることを示唆し

ているのだ。この楽しむことは益軒にとって生活上の重

要な価値であり、したがってそれをもたらす音楽は、見

過ごすことのできない主要な実践なのである。ところで

「其心をやはらげ」としているが、これは苛立っていた

気持ちを収めることであって、

楽ナリテ其心ノ和気ヲヤシナヒ、心中ノ湮欝ヲヒラキ(22)

との記述のように、音楽は心の中のストレスを発散させ

ることの効果がある。つまり気分を平静にし、心を楽し

ませるのであり、

故ニ古人ハ小児ノ時ヨリ音楽ヲオシエ、詠歌・舞踏ヲ

シテソノ性情ヲ和ラゲ、其血脈ヲヤシナフ、(23)

ことが行なわれたのであったと益軒は指摘する。これは

今日でいう音楽療法であり、くわしくは次節で詳述する。

だが続けて書かれた音楽実践には、大きく制約がかかる。

すなわち音楽に専心、没頭することへの強い制約と、特

に楽曲の選択に対する厳しい制限があるが、これについ

ては次のような思考に基づくものである。

いとけき時より、必ずまず、其このむわざをえらぶべ

し。このむ所、尤も大事也。婬欲のたはふれをこのみ、

淫楽などをこのむ事、又、ついえ多きあそびをまず早

くいましむべし。これをこのべば其心放逸になる。

いとけきよりこのべば、そのこころぐせとなり、一生、

其このみやまざるものなり。(24)

以上の主張が示すように、音楽に対しての教育上の弊

害の追求は厳しいものがあった。そこでその対象となる

音楽は、次のようなものである。

小唄、浄瑠璃、三線の類、淫声をこのべば心をそこな

ふ。(25)

これらの音楽（俗楽）に対し、益軒は差別したので

あった。では、どのような音楽を教育に用いるべきであ

ろうか。『和俗童子訓』の中ではなにも語っていない。

僅かに『慎思録』の中で、

今世苟シ人有テ国字ヲ以テ楽章ヲ作リ、頗古雅ヲシテ

諷
フウ

誦シ易カラシム。孝弟忠信人倫日用ノ道ヲ説キ、之

ヲ昆ルニ、古人ノ嘉言善行ヲ以テ歌謡トナス。人ニ教

テ詠歌セシメバ、幾乎世ノ教エニ補イ有ルニ庶スル。

今之俗謡ノ中、音声頗淫声ナラザル者有リ。然ルニ其

歌章ト曲節ニ與ノ如クキハ教トナスベカラズ。夫レ楽

者以風ヲ移シ俗ヲ易ヘ、人ヲ感化セシメ、善悪皆然リ。

然レバ則、其音声、歌章正カラザルベカラズ。(26)（原文

は漢文）

との記述がある。すなわち歌詞を「孝弟忠信人倫日用の

道を説」くものを作り、淫声でない俗謡を選んでその歌

詞を歌わせれば、教育上、非常に有効であるとする。同

様の内容は『文訓』(27)の中にも見られるが、これはあた

かも明治の音楽教育のはじまりを彷彿させるものであ

る。だがそこには与えるべき既成の楽曲は示されていな

い。これについて春山作樹は、この時代「音楽について

は、相当に論議も現われて、前に述べたように、支那に

於て古くから音楽が尊重されて国を修める用具とさえ考

えられていたところから、徳川時代の儒者達も皆一様に

その必要を論じている。然るに彼等は所謂楽は先聖の楽

であって、詔の楽、善を尽くすなどと云っていたが、そ

れは既に絶えてしまった。何を以て、日本の国楽とすべ

きかは、彼等には殆ど見当がつかなかった。当時流行し

ておったものは、彼等には乱国・衰国の音としか響かな

かった。彼等は孟子の如く、今の楽はなを古楽のごとし

という見識と勇気とが欠けていた。また彼等の中には音

楽の素養のある人は極めて少なかった。音楽が必要だと

いう議論ばかりはしたが、いざ何を国民に歌わしむべき

かは、説くことが殆ど出来なかった」(28)と述べ、教育上、

音楽の必要性は分かっていたが、それに用いるにふさわ

しい音楽がなかったこと、つまり今ある音楽は俗楽と淫

声であり、教育に用いるには適しないとの考えが一般的

であったとの指摘である。だが春山は「彼等は孟子の如

く、今の楽はなお古楽のごとしという見識と勇気が欠け
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ていた」との主張については、まずこの箇所は『孟子』

第二巻「梁恵章句」下からのものであるが、その内容を

掻い摘んで記すと、王は音楽を好んだが、その音楽は古

楽ではなく、散楽であった。それに対し孟子は古楽も散

楽も変わりはないとした。それよりも、大衆と音楽を楽

しむ方が重要であり、それによって真の王になると進言

した。すなわち例え古楽をなし得ても、苦しんでいる百

姓にとって役立たなければ、なんの教化にもならないと

の内容であり、儒者の狭い見識を揶揄したものであった。

つまり春山は古楽・俗楽にこだわらず、子供の喜ぶ歌の

選択が主であるとの意図であるが、ここでは立ち入らな

い。

けっきょく古楽にこだわる益軒も、儒者達と同一の考

えであったことは否めない。だが益軒の場合、他の儒者

達と異なり、古楽に対する実践と見識があり、古楽が人

間の教化に深く関係していることを知っての思考である

点に、留意すべきである。すなわち益軒は、本来的に、

古楽による教育が念頭にあるのだが、子供のみならず一

般の人々にも古楽を学ぶことはほとんど不可能であった

ことを通し、彼の音楽教育論はかなり消極的なものにな

らざるを得なかったことが、実情のように思われる。し

たがって彼の音楽教育論は『和俗童子訓』の中であまり

述べられず、それは礼楽論の中で語られたのであった。

（2）療法としての音楽

『和俗童子訓』の中で論じられた音楽教育の目的は、

音楽による心の解放と和楽を得るといった音楽療法上の

問題に終始していた。そしてここでは、それを支える音

楽療法の問題を、『養生訓』を通し、その妥当性を検討

していきたいと思うのである。音楽療法の発言は、医学

的知識のみならず、音楽の体験を伴わなければ実際の理

解を得ることはむつかしく、この点、両者を兼ね備えた

益軒によって、はじめて果たし得たのであった。そこで

『養生訓』を中心に、彼の療法上の思考を検討しよう。

先心気を養うべし。心を和にし、気を平らかにし、い

かりと欲とをおさえ、うれひ、思ひをすくなくし、心

をくるしめず、気をそこなはず、是心気を養ふ要道な

り。(29)

まず養生の基本は心気を養うことを第一とする。心気

とは心の気であり、いつも安定しておくことが大切であ

る。そのためには古くから、次のような方法が講じられ

てきたのであった。

古の君子は、礼楽をこのんで行ひ、射・御（乗馬）を

学び、力を労働し、詠歌・舞踏して、血脈を養ひ、嗜

欲を節にし、心気を定め、外邪を慎み防ぎて、かくの

如くつねに行なへば、鍼・灸・薬を用ずして病なし。(30)

つまり労働と音楽（詠歌・舞踏）により、血脈を養う

ことが行なわれてきたが、非常に有益であったとし、特

に音楽だけを取り上げ、

古人は詠歌・舞踏して血脈を養ふ也。詠歌はうたふ也。

舞踏は手のまひ足のふむ也。皆心を和らげ、身をうご

かし、気をめぐらし、体をやしなふ、養生の道也。(31)

と述べ音楽は心を和らげ、気を発散することにより、よ

りよい養生の方法であることが強調されている。そして

なによりもその基盤にあるのは楽しむことにあるのだ。

楽しみは是人のむまれ付たる天地の生理なり、楽しま

ずして天地の道理にそむくべからず。つねに道を以て

欲を制して楽を失なふべからず。楽を失なはざるは養

生の本也。(32)

楽しむことが養生の根本であるとの主張は、心気を重

視した養生の主要な方法といえよう。そしてそれに直結

した音楽の実践は、最良の方法なのである。益軒は、一

度は医学を志したこともあり、専門的な医学的知識の中

で書かれた『養生訓』だけに、重みがある。したがって

楽しむ心がなによりも心身の健康に有益であるとの説

は、重大な発言であった。因に益軒の和楽の心を基盤に

もった音楽の実践に医学的意義を見出したのである。

楽ナリテ其心和気ヲヤシナヒ、心中の湮欝ヲヒラキカ

タシ。故ニ古人ハ小児ノ時ヨリ音楽ヲオシエ詠歌舞踏

シテ其性情ヲ和ラゲ、ソノ血脈ヲヤシナフ。(33)

すなわち音楽は心を和やかにするのがその本性であ

る。つまり音楽は心を解放し、楽しい気分を養う。そこ

で古人は子供の時から音楽の教育を施し、歌を歌ったり

舞踏をして人間の性情を和らげ、血脈を盛んにすること

が行なわれていたのであった。ようするに、音楽のもつ

心身を活発化する特性を根拠に、音楽の教育がなされた

ことを指摘したのであった。同様のことが、『楽訓』の

中にも記述されている。

いにしへの郢曲早歌の類声をかしく氤
インウン

としてつづし

りうたふも、いささか心ゆくばかりなるは、湮欝をひ

らきて気をやしなふ助と成ぬべし古人は詠歌舞踏をし

て其血脈をやしなへり、是心を楽しましめ、気をやし

なふ術なるべし。(34)

『楽訓』は人生における楽の価値と、其の実践を説い

たものであり、ここでの内容はすべて上述と同じもので

あるが、ただここに取り上げられた音楽が古楽ではなく、

郢曲・早歌といった、やや一般的な音楽であり、多少な

りとも身近なものを取り上げたことに、老後の人生を楽

しく生きることを慮ったものといえよう。いずれにせよ

音楽は和楽の心と心気を養うことに大きな価値があり、

人生を明るく楽しく生き抜くための重要な役割をもつ。

単に薬に頼らず、心身を活発にすることが、健康に結び
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つくとする益軒の発言は、まさに現代の医療に通じるも

のであり、そのための主要な役割をもつ音楽の実践は、

今日の音楽療法の先駆けとなりうるのである。 因に

『音楽取調成績申報要略』の「音楽ト教育トノ関係」の

中で論じられた「能ク胸膈
カク

ヲ開暢シ肺臓ヲ廓大スル事」(35)

が大切であって、この目的を達成するには唱歌を施すこ

とが最良の方法であると記されている。つまり唱歌は歌

うことによって、肺臓が強められるので、健康にすぐれ

た効果があるとの見解である。これに対し益軒の説は上

述のように、肺臓を強めるのではなく、心身の気を安定

させること、すなわち精神に関わる立場をとっているの

である。これはまさに今日の音楽療法の根源的な思考で

あり、精神と身体を一体的に捉えた現代的な思考をもっ

ているのである。

『和俗童子訓』に示された僅かな音楽教育論も、以上

の内容が篭められており、その点からいえば、非常に科

学的な視点をもったものといえよう。だが、この音楽療

法の原理なるものが、実は礼楽思想によっているのであ

る。

（3）礼楽としての音楽

儒者としての益軒の音楽思想は、当然のことながら礼

楽思想をその基盤としている。つまり天地自然の理を踏

まえた形而上的なものである。

聖人礼楽ヲ作リテ、人ニ教ヘタマフハ、本ナキ事ヲ作

リ出シタマフニアラズ。凡礼ハ、天地ノ序ナリ。序ト

ハ、次第アルヲ云。陰陽ノ気、時節ニシタガヒテ次第

アルハ、天地ノ礼ナリ。楽ハ、天地ノ和ナリ。和トハ、

陰陽ノ気、時ニシタガヒテ和同スルヲ云。コレ天地ノ

楽ナリ。聖人、天地ノ序ト和トニ本ズキテ、礼楽ヲ作

リ給フ。(36)

すなわち人倫上の礼楽は、天地の序（秩序）と和（調

和）の理に倣ったものであり、朱子学特有の「天人合一

の思想」(37)、つまり天地の理が、人倫上の礼と楽になる

ことを示したものである。そこで天地の理について益軒

は『楽記』を基盤に次のように説く。

楽記曰ク「天高ク地下ク万物散殊シテ、礼制行ハル」

是礼ノ本ナリ。「流レテ息マズ、合同シテ化シテ楽興

ル」是レ楽ノ本ナリ。ヒソカニオモフニ、此数句ハ即

是礼楽ノヨリテ出ル所、本源ヲトケリ。是天地ノ礼楽

ナリ。至言ト云フベシ。（中略）「楽者天地ノ和也。礼

ハ天地ノ序也」。又曰ク「大楽ハ天地ノ和ヲ同ジクシ、

大礼ハ天地ト節ヲ同ジクス」是等ハスベテ礼楽ノ本ヲ

トイケリ。聖人天地ニ礼楽ノ道理アルヲ見、コレニ

ノットリテ礼楽ヲ作リタマフ。天地自然ノ道理ニモト

ズキシタガヘルナリ。(38)

天地自然の世界は、すべてのものが散在しているが、

それらを秩序ずけるのが礼であり、またそれらが流動し

てやまないものを調和するのが楽である。以下、同様の

内容が記述されているが、ようするにこの論は天地自然

の理を示したものであり、礼と楽の形而上の源泉を示し

たものである。したがって現実上の礼と楽はすべて形而

上の源泉から発するものとして捉えられている。となれ

ば礼と楽は現実において、

礼ハ、心ノ恭敬ヲ本トシテ、万事身ノ行ノ上ニ節文ア

ルヲ云。楽トハ、心ノ和楽ヲ本トシテ昔聖人ノ作リタ

マヘル歌舞・八音（金・石・糸・竹匏
ホウ

・土・草・木の

八種の楽器）ノ音楽ノ文アルヲ云。(39)

以上のように楽を本と文として捉えているが、その関係に

ついての検討が必要である。彼は『音楽記聞』の冒頭で、

楽記ニ「楽者楽也。人情ノ免ルゝコト能ハザル所也」

トイヘリ。春ノ鴬、秋ノ蝉、凡モロモロノ鳥サヘズリ、

虫ノ声マデモ自然ニ吟声ヲ発スルハ、是和気ヨリ出ル

所、即楽也。

と述べ、音楽は楽しむものであり、楽しい心が自然に音

楽となって現われることが示唆されている。つまり楽し

い心（本）が音楽（文）となって現われるのである。と

いうことは内的な感情が音声となって外に表現されるの

であり、本と文との関係は表裏一体である。

本無ケレバ即立タズ。文無ケレバ即行ハレズ。故礼楽

ハ本ト文トヲ兼テ全備トス。(40)（原文は漢文）

以上のように益軒は記述し、両者の関係を平等の立場

で説いているのであるが、その中心になるのは本である

ことを、次のように主張する。

文有者ハ其末也。礼楽ヲ以テ身ヲ修ル者ハ恭敬和楽平

行シテ相悖
ハイ

ラザル也。文ノ如者ハ又其助也。(41)（原文は

漢文）

このように本が中心であり、文は本を助ける存在とし

て示されている。したがって音楽は和楽にしたがい、支

えることが重要な役割になるのである。となれば音楽は

天地自然の調和に共感する和楽の心の表現に専念するこ

とが求められるのである。そして音楽は「宇宙的なもの

へのパトス、天地世界の底の底ですべているものへの衝

動、（中略）宇宙的な原理と共感しょうとする感情」(42)を

表現することが中心になる。つまり音楽は人倫社会を超

えた宇宙的な感情の表現であり、これは中国の音楽が

「個別の限られた場所や事物や現象ではなくて、宇宙や

自然の普遍的な規律やロジックや秩序を『再現』しよう

とするのである。同時にそれは『表現』したものともい

えるが、それが表現するのは個人の主観的感情や個性で

は決してなく、必ず客観的に『天地と和を同じく』しう

る普遍的感情でなければならない」(43)とほぼ同じ思考に
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彼は立っている。したがってそれを満たす音楽は、

心ノ和ヲミチビクソナヘリ、後代ノ淫楽ノ心ヲトラカ

スハ大ニ同ジカラズ。(44)

となり、一般の俗楽は拒否されたのであった。となれば

そのような宇宙的感情を表現した音楽とは何か。それは

益軒が学び、その価値を十分に認めていた古楽（雅楽）

に他ならない。したがって古楽は礼楽の楽として、かっ

ては教化の具として用いられたのであった。

古ノ聖人礼楽ヲモハラオモンジテ是ヲ以テオシエタマ

フ。礼楽ハ教ノ具也。治ノ具也。是天下ノ政治ノ人倫

ノ教化ニカゝル所大ナリ。(45)

したがって音楽は芸術であるよりは人間教化の具であ

るとの認識がもたれたが、それはなによりも、

夫レ楽者、以テ風ヲ移シ俗ヲ易フル可シ。人ヲシテ感

化セシム。(46)

作用を古楽がもっていたからに他ならない。ところでこ

の古楽について益軒は、

然ルニ後世ニハ古楽ツタハラズ。且淫声俗楽サカンニ

シテカヘリテ風俗ヲソコナヒ、人心ヲトラカス。(47)

としているが、現実において古楽は伝わらなかったわけ

ではない。それは彼自身、古楽を習得していたことから

も分かる。だがこの習得も恵まれた環境にあったからこ

そ可能であったのであり、一般の人々にとってはほとん

ど不可能であった。そこで益軒は、

只、三百編以下ノ古詩ヲ吟誦シ、心思ヲ和楽スルノミ

楽ノ本ヲ得タルナルベシ。万ノ事、本アリ、文アリ。

楽ヲ以テイハバ、和楽ノ心ハ楽ノ本ナリ。歌舞ハ、音

ハ、楽ノ文ナリ。只心ヲ和楽ニシテ古詩ヲ熟読し、時

ニ吟詠セバ、是楽ノ本ヲツトムト云ベシ。(48)

と述べ、古楽にこだわらず、三百編以下の古詩（『詩経』）

を吟詠して心を和楽にすればよいとする。『詩経』は当

時、儒学の教育内容に含まれていて、中国のように音楽

として歌われることはなかったが、「熟読シ時ニ吟詠」

することで、和楽の心に触れ得ることを示唆したのであ

る。同様の内容は『楽訓』の中で「いにしへの郢曲早歌

の類をかしく」、つまり古い歌曲を楽しく歌うことで、和

楽の心を養い楽しむことができるとしたのであった。

以上の実践は、いずれも益軒による妥協策であり、本

来は古楽による教育が思考されているのだが、その実践

が不可能なため、妥協的な方策が考えられたものと推測

する。

（4）益軒音楽教育思想の意義

『本邦音楽教育史』によると、「儒者の教科は、経学、

史学、詩文の三科に限られて居り、之に全力を注いだ。

然るに礼楽の中の楽に就いて甚だしく無関心であり、楽

は何であるかを究めたものもなく、如何にして楽を修む

べきかを思索したものもない。唯礼楽と云ふ詞として存

在し之れを口にするだけであって、彼等が実際に音楽を

習得し之れに理解を持ち、世道人心の上に如何に活用す

るかを実践した儒者は、一人もなかったと言ってよい」(49)

との指摘もあるように、江戸時代における儒者の音楽に

対する無関心ぶりが、ここに提示されている。

歴史的にいって、奈良・平安時代にはすでに雅楽寮も

整備され、音楽教習の実践も開始されていたのである。

そしてこの音楽教習の目標は、古代中国から移入された

礼楽思想がその基盤にあった。つまり礼楽思想を基に古

代の音楽文化は大きく進展したが、それを支えたのはも

ちろん儒教であった。

中世は仏教の台頭により、儒教は一時息を潜めたが、

近世に至り、再度脚光を浴びる存在となった。すなわち

徳川家康による国家統一は儒学（朱子学）による社会の

秩序統制であった。そして再び礼楽が登場したが、上述

の引用が示すような、音楽についての発言がほとんど見

られなかったとの指摘は果たして真実なのであろうか。

だが現実において、熊沢蕃山、貝原益軒、荻生徂
ソ

徠
ライ

、太

宰春台は音楽を実践し、その知識をももち、多少なりと

も音楽に関する文書が残されているのである。中でも蕃

山と益軒は既に論じたように、音楽の教育論を展開して

いるのであり、まったく無関心であったとの指摘は問題

であろう。

ところで益軒の音楽思想の根底にあるのは礼楽思想、

つまり儒学によるものである。だが彼の音楽思想は単な

る人倫上の問題を超え、自然との深い繋がりをもち、直

接人間を対象にするのではなく、人間の根源に自然を見

ることが主眼になるのであった。したがってそこに生じ

る和楽の心は、単なる和楽ではなく、自然と関連した和

楽であることはいうまでもない。すなわち自然を生命あ

るものして見ることによって得られる感動こそ、益軒の

いう和楽の心なのである。

ウイリアム・セオドール・ドバリーは「益軒は自然と

人間の相互関係、天地人一体の全体的世界観を持ってお

り、自己の内面的充実に基づいて、自己以外の人間やま

わりの世界との秩序だった関係を求めようとした」(50)と

の指摘もあるし、またメアリー・エヴェリン・タッカー

女史は「人間の自然の新たな相互関係を見出すことは地

球の将来にとって意味のあることであり、益軒の万物一

体の実学思想を捉え直す必要がある」(51)と述べ、ともに

益軒の天地人一体の思想を評価しているが、彼の音楽思

想はこの基盤に立っているのである。また音楽の超越性

に関し、雅楽家の東儀秀樹は、「雅楽の音には、こうし

た森羅万象や、人間の体のもつ小宇宙と呼応するバイブ
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レーシヨンが確かに存在するように僕は思う。古代の

人々は、千年以上も前に、宇宙や森羅万象の放つバイブ

レーシヨンを体で、それを科学や統計学あるいは信仰

（宗教）、哲学、思想として、生活の中に取り入れてきた

のだろう。神秘に包まれた世界ではあるが、そこには現

代人が及びもつかない直感力や豊かな感性が存在してい

たような気がする」(52)と述べているが、益軒はまさにこ

のような働きを古楽の中に感じ取っていたように思われ

る。

だがこのような人の情を超越する思想に対し、津田左

右吉は「当時の文芸に、当時の日本人の生活も其の人生

観も遺憾なく現はれているが、そういう文芸によって自

己を知り自己を反省し、それによって自己と自己の生活

する社会との道徳を高めてゆくということは、支那の古

典に記されている聖人の教というものによってのみ人の

道が知られるとする儒者には、全く思いもよらぬことで

あった」(53)との指摘もある。文芸を音楽に置き換えれば、

儒者の俗楽無視の態度は、音楽の現状を無視するのみな

らず、俗楽に篭められた思想や道徳を認識しようとしな

い、非現実的な態度としての非難であった。それは確か

に儒者のもつ欠陥でもあろう。だが自己を天地人一体に

なること、すなわち天地の心を自己の心として生きるこ

とから生じる人生観や道徳観もそれなりに意味がある。

音楽を単に日常的な感情におくのではなく、自然の調和

の共感として感じる立場も必要であり、音楽をより広い、

グローバルなものとしての視点をもつことを益軒は示し

たのであった。

蕃山と益軒、ともに儒教音楽教育思想を論じてきたが、

蕃山は音楽を人倫・道徳を支えるものとした現実的な思

考に立っていたのに対し、益軒は音楽を天地自然の調和

の表現とする形而上的な思考に立っていた。だがその後

の歴史において、朱子学の形而上的な思考が薄れ、現実

的な社会秩序の強調、つまり朱子学が道徳性の支えとな

り、明治にはじまる音楽教育思想は、徳性の涵養として

出発していったのであつた。

このような歴史の中で、益軒は音楽を科学的な療法論

や、礼楽思想を基盤にした哲学的な原理論を展開したこ

とは、真に偉大な足跡であった。日本音楽教育史上、益

軒はまことに希有な存在であったことを、ここに特筆し

たい。
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