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日本の思想家たちによる哲学の用語の最初の発見 

 

日本における西洋哲学の摂取は、日本語の変化を経て生じた。およそ 1853 年か
ら 1912 年にまで及ぶ、幕末と明治時代における西洋哲学との遭遇は、日本におけ
る思想の表現の新しい方法を生じさせた。その時代の終わりに、この新しい方法は、
日本人に対して彼ら独自の哲学を、彼らの文化の将来的な形成にふさわしい学問分
野を作ることを可能にした。同様に、この摂取は、西洋哲学の諸概念と諸問題の光
のもとで日本の過去の知的伝統を解釈することによって、過去の日本の知的伝統を
再‐定義した。このような営みは、日本の外側から見れば、日本思想をあたらしく
理解することによって、その思想が世界の哲学史に正しく属するものとするような
営みであった。 

日本の言語表現における重大な変化は、もちろん以前から起きていた。最初の大
きな変化は、漢字の摂取と、6 世紀初めの中国と韓国の仏教と儒教の摂取である。
二番目の変化の波は、16 世紀後半に海を越えて日本にやって来たヨーロッパ人と
日本人が出会った時に始まった。出島に残ることが許されたオランダ人たちが、銃
や他の発明と同様に、医学と科学の知識をもたらした。それらの知識の摂取は、日
本人の学者たちに、オランダ語と同様に少しばかりの英語とドイツ語の学習を要求
した。言語学の立場から見れば、ヨーロッパ言語は、書き方が導入される以前の日
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本語と中国語が異なっていた以上に、異なっていたわけではない。しかし、もとも
と中国語であった概念と考え方は、長い時間をかけて日本に土着化していった。一
方ヨーロッパ的考え方は、その風習や科学技術と同じく、なじみのないものであっ
た。蘭学の時代の唯一の哲学的な翻訳の例が知られている。それは、1835 年に医
学と軍事学の学者である高野長英によって書かれた短い論文である。「西洋学師ノ
説」と呼ばれており、古代ギリシアと近代ヨーロッパの哲学者たちと、経験科学者
たちについての、短くきわめて不完全な概説である。蘭学者たちは古い文法のスタ
イルで書き、彼らの書いたものは儒教の用語に満ちている。にもかかわらず、蘭学
は次の重大な変化をまさに準備していたのである。すなわち、幕末期における他の
西洋諸国に対する日本の開国である。これは日本の読者にとってなじみ深い話であ
り、今繰り返す必要はないだろう。 

さまざまな他の新しい語の試行錯誤の後、西周がいかに「哲学」という語を考案
したのかという話は、同じようによく知られている。西周と彼の仲間の「啓蒙学
者」たちによって考え出された、哲学、宗教、その他のヨーロッパの考えに対する
多くの用語は、放棄されてしまった。他の sensibility、induction、deduction、idea や
concept といった語に対する用語は、例えば、いくつかのバリエーションが生き残
り、哲学事典において現在では標準的な言葉となっているものもある。 

ここで放棄された用語と生き残った用語の例を挙げていこう。西周はやがて、東
洋の思想家も哲学の領域に含めるようになった。西洋の哲学者は「彼観（objective 

contemplation：客観的な観照）」にすぐれ、一方東洋の哲学者は「此観（subjective 

contemplation：主観的な観照）」にすぐれていると西は書いた。彼はこれらの英語の
言葉（片仮名で書かれた）を彼の古風な表現である「彼観」と「此観」の注釈とし
て加えた。このような日本語に対応するものがない観念の解釈において、西は遊び
心を示している。彼の同僚の西村茂樹は、西の用語の考案を真似て、東洋と西洋の
思想の強みと弱みについての彼の見解を繰り返している。西村は禅仏教の思想家や
王陽明のような中国儒学者は「内観

、、
（inner contemplation：内的な観照）」と「総

、

合
、

」に優れ、西洋の思想家は「外観
、、

（outer contemplation：外的な観照）」と「分
、

析
、

」に優れていると書いた。これらすべての用語は造語であったり、新しい意味を
与えられた古い言葉であり、内観と外観を除けば、今日の標準的な用語である。 

これらの初期の哲学の翻訳家たちの大部分の文法的スタイルは、彼らの語彙が革
新的であったのと同じ程度に、古風であった。中江兆民のような近代主義者で自由
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主義者であった者たちでさえ、世紀の変わり目に古い文体で書き、「自然法」に対
して「天地の理」のような古い儒学の用語を用いた。彼らは、理学や宗教といった
古い用語に新しい意味を与えた。見覚えのある 20 世紀の哲学的な語法は、大西祝
（1864-1900）や西田幾多郎（1870-1945）といった思想家たちを待たなければなら
なかった。 

大西と西田の二人の直接の先駆者たちについて考える前に、福沢諭吉と翻訳につ
いての彼の冒険について注記したい。1870 年代に福沢は、西洋の諸概念を使うこ
との必要性と、西洋スタイルで議論するための広範囲な方法の必要性を感じていた。
それらは日本の人々と国を進歩させることができるはずのものであった。おそらく
彼が自らの課題を追うために使用した言語は、日本の西洋の文明と科学技術との遭
遇のように動揺させるものではなかった。実際、彼はほとんどの読み書きのできる
日本人に近づきやすい言語で、アイデアを表現することを試みた。しかし、このよ
うな目標でさえ、福沢のような学者にとっては例外的なものであった。そしてその
目的を達するために彼は、新たな区別、珍しい奨励するような議論、そしてデリダ
が paleonomy と呼んだ古い用語に新しい意味を与えること、を用いた。翻訳された
彼のテキストが今日では淡々と見えるかもしれないが、彼の初期の読者たちは、何
か「新しいものの衝撃」を経験したに違いない。 

我々は皆、福沢について、civilization もしくは「civilization と
、

enlightenment」の
訳語として、文明と開化という言葉を発案した者であることを知っている。文明

、、
と

いう言葉の意味を創造することで、彼は実際に忘れ去られた古い言葉に新しい意味
を与えた。1875 年の『文明論の概略』で、彼は日本をまだ半分だけ開化されてい
る（半開）ものとして描いたが、また日本は西洋の文明を超えて進歩できる国だと
も考えていた。「進歩（progress）」という語は江戸時代にも使われてきたが、しか
し明治初期に学者たちが自然と社会の進化（evolution）という概念を導入した際に、
よく使われる語となった。福沢が論じたのは、西洋の科学、技術、そして創意に富
む精神を受け入れる場合にのみ、日本は主権と独立を保つことができるということ
である。しかし実際は、日本の人々が、特異な経験、重大な変化の直接経験という
利点をもつため、西洋の文明の水準をしのぐことが可能である（福沢は、西田が後
に使用した、「経験」という同じ語を用いた）。日本の学者は「直に自己の経験を以
て之を西洋の文明に照らす」ことができ、外国の理解において「彼の西洋の学者
……よりも、我学者の経験を以て更に確実なりとせざるべからず」２。ハーヴァー
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ド大学の歴史家の Niall Ferguson の『Civilization: The West and the Rest（文明：西洋
とその他）』という最近出版された本は、我々の福沢の読解に皮肉なねじれを加え
る。著者は彼の主要な問題を以下のように表明する（p. xv）。「まさになぜ、1500

年代の初めに、ユーラシア大陸の西の端の少数の小さな諸国家が、東ユーラシアの
、、、、、、、

人口がより多く
、、、、、、、

、
、

様々な点でより洗練された社会を含む
、、、、、、、、、、、、、、、、、

、残りの世界を支配するに
至ったのだろうか［傍点引用者］」。そして Ferguson は以下のように尋ねる。「もし
われわれが西側の過去の支配についての良い説明を見つけ出すことができたならば、
我々はその将来に対する予測を提供することができるだろうか？これは、本当に、
西側の世界の終りであり、新たな東洋の時代の到来なのであろうか。言い方を替え
ると、我々は、人類の大部分が西ヨーロッパにおいて生じた文明に多かれ少なかれ
従属していた時代の衰退を目撃しているのだろうか」３。 

さて今度は、日本の知的伝統を「哲学」として定式化し、自身の哲学的体系を展
開したと評価できる二人の学者に目を向けることにしよう。井上哲次郎（1855-

1944）と井上円了（1858-1919）の両者は、日本の近代化にかかわるものとして、
古い伝統を鍛え直し、それらを新しくするために西洋哲学のカテゴリーを摂取した。 

 

 

井上哲次郎：日本における歴史的体系的哲学の創造 

 

井上哲次郎は、国家主義者、そして日本における最初の哲学教授の 1 人としてよ
く知られている。「国民道徳」について彼の理論や、ナショナリズムの拡大や、「武
士道」の構築は、長い議論に値するトピックである。ここでむしろ私が焦点を当て
たいのは、彼の西洋哲学摂取の特徴のわずかな部分である。哲次郎は中国古典の教
育を受けたのち、英語を習得し、1884 年から 1890 年までドイツに留学しエドゥア
ルト・フォン・ハルトマンやヴィルヘルム・ヴントなどのもとで学んだ。そして彼
は東京帝国大学の哲学科の講座主任に就任した最初の日本人となった。彼は西洋哲
学全般を講義したが、ドイツ思想を専門とし、また――彼がそれらをそう呼ぶよう
になったのだが――儒教思想家の哲学を専門とした。 

哲次郎は、哲学的唯物論と自然主義を拒否し、加藤弘之といった学者たちとの、
哲学と科学の範囲についての、論文による論争に加わった。彼は哲学を事物一般の
体系的究明として提示し、その方法は、専門的な経験科学の場合のような事実の証
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明には、制限されないものであった。ただ哲学だけが統一された世界観を達成でき
る。さらに科学や数学とは異なり、哲学は精神的な平安、「安心立命」を目指す。
哲次郎はこの哲学の「最も高貴な理想」という目標を、彼が学んだ東洋の伝統から
引き出して来たようである。そしてこの考え方は、これらの伝統が近代西洋哲学と
同じ程度に――より以上ではないとしても――哲学的であるという彼の主張を助け
た。 

東洋思想を哲学として確立するという井上哲次郎の課題は、彼のキャリアの初期
に始まっていた。加藤弘之はインド学と中国学が東京大学で教えられていると確信
していたが、それらを哲学の正当な領域として推進した人物こそ哲次郎であった。
哲次郎は、ドイツに留学する以前でさえ、『西洋哲学講義』や折衷主義的な『倫理
新説』といった初期の作品に『東洋哲学史』を付け加えており、中国哲学や東洋哲
学の講義を行っていた。この包括的な試みは、日本の儒教学派についての三冊の本
でより具体化された。『日本陽明学派之哲学』（1900 年）、『日本朱子学派之哲学』
（1906 年）、この両者は、宋明理学という伝統の日本のヴァージョンに焦点を当て
ている。『日本古学派之哲学』（1902 年）は伊藤仁斎や荻生徂徠といった、古い孔
子の教えに戻り、その基本的な諸概念を語彙的に分析した思想家に焦点を当てた。
哲次郎の作品は、日本に、あるいは中国も含めて、philosophy（哲学）と同じよう
なものがかつてあったのかについて、日本の知識人が議論していた時代に、現れた
ものである。彼が中国と日本の伝統に適用した哲学という呼称は、決して当たり前
のものではなかった。しかし哲次郎は、これらの思想の学派が哲学の名に値するか
についての議論を提示するというよりも、二つの仕方でそれらに哲学的な役割を割
り当てた。 

第一に、哲次郎は教説を歴史的に提示したが、それは真理を探究する個人間の討
議と研究としての提示であった。これらの思想家は、ほとんどが中国と日本の儒家
であるが、彼らの議論の用語と内容の両面において、何世紀にも渡って影響し合っ
ていた。儒家たちが権威に訴えることは、誤謬や独立した思考の欠如ではなく、む
しろ哲学することの歴史的で文脈的な本質の認識であるということを、哲次郎は暗
示した。哲次郎がこれらの思想家を哲学者とする一つの方法は、彼らを歴史的な文
脈の中に位置づけることであり、ひと言で言えば、彼らを歴史化することである。
この努力は 1890 年ごろから始まった以下のような日本での努力と響きあうもので
あった。すなわち、「日本文学」の存在と研究分野をその歴史を記述することに
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よって確立しようとする努力、仏教を歴史的・文献学的な研究に従わせることに
よって、れっきとした価値のある哲学として、正当な学問領野として確立しようと
する努力と響きあうものであった。哲次郎の努力はまた、我々に中国での胡適の
1919 年の同様の努力や、馮友蘭の 1934 年の同様の努力を思い起こさせるものであ
る。彼らは、中国思想をその歴史の記述によって「哲学」として真正であることを
証明しようとしたのである。中国史家にとって、哲次郎と同様に、これらの国の伝
統に基づく哲学は西洋哲学を相対化するものであった。しかし、もし命脈を保とう
とするならば、中国の――あるいは日本の――伝統は、東洋と西洋の両方の光のも
とで、その思考を新たにする必要があった。日本の知的伝統を歴史化することに
よって、哲次郎は、新たな国際的な日本によって乗り越えられた過去として、知的
伝統を追いやっていたのではない。哲次郎が引き受けた仕事は、世界において日本
が真正な哲学的な勢力であったし、そうあり続け得るということの証明としての仕
事であった。この点で、彼の哲学的な関心は、国家主義的で政治的な関心と交差す
る。 

哲次郎は同様に、日本の知的伝統を思想の西洋学問の用語で体系的に提示すると
いうもう一つの仕方で、それらに哲学の役割を与えることを可能にした。しばしば、
対比するという仕方で、西洋の用語が日本の諸学派の定義を可能にした。例えば哲
次郎は、近代日本に最初に入ってきた西洋哲学にある個人主義的倫理と功利主義を、
日本の陽明学派と対比している。慣れ親しんだ日本の儒教的な思想を新奇な西洋の
カテゴリーで読み解くという皮肉には、気づくべきである。哲次郎による日本の儒
教学派の思想の三区分は、主としては彼独自の発案であり、ヘーゲルの弁証法を適
用したものであった。東京大学の哲学専門の学科に、日本と他のアジアの伝統の批
判的な研究を設立しようとする彼の努力は、最終的には無駄に終わった。100 年後
の 2013 年現在、日本全国で日本哲学の講座は京都大学の一つしかない。1920 年代
に東京大学は、中国哲学とインド哲学・仏教学の独立した学科を設立した。日本仏
教も後者に含まれている。歴史、倫理学、宗教の教授たちはそれぞれの自分の大学
の学科で、時折、日本の儒教思想の歴史を発表した。そこではしばしば哲次郎の三
区分が用いられていた。しかし、東大は公式には「日本哲学」を認めなかった。 

哲次郎の西洋哲学の体系化は、東洋思想を哲学
、、

の領域の中に組み入れたことと、
彼が自身のものと主張した立場を明確にすることの両者に寄与した。1884 年に彼
が書いた「我世界観の一塵」という論文が示唆を与えてくれている。標準的な西洋
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のカテゴリーを用いながら、彼は哲学を方法と内容に従って区分することから始め
る。論理は、すべての哲学の方法を定め、あらゆる真正な世界観の根底にある。そ
のため哲次郎は、西洋の思想家たちと同じように伝統的な東洋の思想家たちの中に
も論理が見出されることを示し、また思想家たちの立場についての彼自身の論述で
論理が明白になっていることを示した。例えば、彼はヴェーダーンタの「idealist

（観念論的）」な立場を提示した上で論駁した。その論駁は、誤りに陥りがちな意
識についてのヴェーダーンタの古典的な例を引用し、その上で異なった仕方で説明
することによって行われた。我々は地面の上のロープを蛇と見間違える。そしてこ
の種の間違いは、迷いの暗愚な生を生きているときには、何度でも何度でも起こる
ものである。ヴェーダーンタ哲学は、ほぼそういったことを言っている。しかし、
もしわれわれが実在論の立場をとり、因果関係に支配された「真理」に限定するな
らばどうだろうか。その場合は、最初に蛇であると受け取ったことを裏付ける根拠
が失われていき、この「蛇」が動かず、あるいは噛みつきもしないことを見たとす
るならば、そこから私は自らの間違いに気付くであろう――普通の世界の内にある
すべては原因と結果の法則に支配されている。原因と結果の法則が幻想となった場
合にのみ、ヴェーダーンタの立場は意味を成すであろう。ヴェーダーンタの極端に
観念論的な立場は、間違いである可能性が極めて高い。これが哲次郎の議論である。 

内容に従った哲次郎の哲学の体系化も同様に、西洋の区分に従っている。哲学は
真善美を研究する。知は真理と関わり、意志や意図は善と関わり、感覚や感情は美
と関わる。真理の研究は心、物、実在の本質に焦点を当てる。そのような研究だけ
が「純正」もしくは理論的な哲学として数え入れられる。そしてこの哲学だけが、
いったい真理が成し遂げられ得るのかどうか、疑い深く問うのである。実践哲学は、
倫理学と政治哲学の形式において善について考え、美学の形式においては美につい
て研究する。現在の読者にとって、哲次郎の体系構成は平凡的な哲学入門の講座の
始まりのように聞こえるだろうが、哲次郎の読者にとって、彼の用語と区別が新し
く、珍しかったように感じられていただろう。現在では普通になっている「truth」
の訳語の「真理」という言葉でさえ未確定であり、人間がいかなる真理にも到達で
きないかもしれないという考えは、動揺させるものであり、またおそらく日本思想
において先例がないものであった。哲次郎は、我々が確かに知識をもち得ると考え
た。彼は観念論に反対し、ある種の実在論として描いた立場を提唱した。彼の立場
は、我々が知覚している現象は実際には「主観の外にある客観」であり、背後に真
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実在がある単なる現れではない。この反対の立場は、哲次郎によって創意豊かに
「過境的実在論」と名付けられ、見たところカントの超越論的哲学の「物自体」を
表現しているようである。彼は自身の「理論」を現象即実在論と名付けたが、この
名称には現象が「同時に」実在であるという連結を示すために即

、
という仏教の接続

詞が用いられている。彼はこの理論を、ドイツの観念論哲学者に見出した「同一理
論（Identitätstheorie）」もしくは「同一実在論 Identitätsrealismus」に関連付けた。日
本思想史を見ると、実在が現象と違うものであるかまたはむしろ現象と同一である
かという疑問は、新しい問題であっただろう。一つの例外があるかもしれない。す
なわち 8 世紀の日本で論じた仏教の瑜伽行唯識学派の理論である。それに従うと、
虚妄分別が抹消される限りにおいて、現れている世界における現象（相）は真理、
あるいは実在（法）になる。哲次郎の時代では、この深遠な理論は長い間忘れられ
ていた。「実在の問題」を彼の東大の学生に理解させることそれ自体は哲次郎に
とって難題であっただろう。 

「我世界観の一塵」は、「西洋と東洋の思想の世界を全体として」表現し、「また
西と東の用語を区別しない」と主張している。そして哲次郎は自身の立場を世界哲
学の一部として定めた。彼の認識論的立場は、知識において歴史性が果たす役割に
ついて何らの手がかりも与えないし、パウル・ドイセンやヴィルヘルム・ディルタ
イといったベルリンでの知り合いから得たに違いない歴史的意識についても何らヒ
ントを与えない。しかし用語とカテゴリーを分析する鋭敏な能力と共に、強い歴史
感覚が、哲次郎が日本で哲学を摂取することを可能にしただけではなく、東洋思想
を哲学の領域に組み入れることを可能にしたのである。 

 

 

井上円了：仏教を哲学へ、哲学を仏教理論へ作り変える 

 

井上円了（1858-1919）は、哲学の網を日本の伝統の上に投げかけ、近代日本の
アカデミックな組織の新たな領野を定めたという点において、井上哲次郎の貢献と
同等の貢献をした。彼は「純正」もしくは理論哲学の普及に努め、仏教思想を哲学
の用語で新たに作り直した。13 歳で浄土真宗の僧侶に任じられ、幼少期の信仰心
を置き去りにして、仏教の科学的で哲学的な性質の証明を探求し、ついには日本の
宗教の近代化に貢献する偉人の一人になった。彼は既に中国古典と「洋学」に精通
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していたが、英語とドイツ語に堪能であり、1881 年に新たに設立された東京大学
に入学した際にはアーネスト・フェノロサなどのもとで哲学を学んだ。その時まで
には、実証主義と功利主義にとってかわり、ハーバート・スペンサーの進化論と並
んでドイツの思弁哲学が日本の知識人の主要な関心の的となっていた。円了が自ら
のものと定めた哲学は、ドイツの哲学から影響を及ぼされた。熱心な教師で一般向
けの講演者として、彼は日本中を旅し、また中国、朝鮮、沖縄を旅した。そこで彼
は、迷信の愚かさから、仏教迫害後の危機的な時代における仏教復興の必要性にま
で及ぶ範囲の講演を行った。彼はまた、1888 年から 89 年にかけてアメリカ合衆国、
ヨーロッパ、南アジアを旅行し、1902 年から 03 年にかけて再び旅行した。そして、
1911 年から 12 年にかけて同様に南半球へ向けた旅行を行った。1887 年に円了は、
哲学教育をより広く普及させるために私立哲学館を東京でスタートさせた。また後
には、哲学的な領野の構造や系統を描き出すために、哲学堂公園をデザインした。
1906 年に彼の組織は東洋大学になり、2011 年にはそこに国際哲学研究センターが
設立された。 

円了がキリスト教を非科学的なものとして拒否したという点では、哲次郎と並ん
でいるが、しかし彼は宗教一般をより積極的な光のもとで考えた。アジアの伝統の
中で円了が焦点を当てたのは、仏教一般であり、日本の儒教ではなかった。また彼
は仏教を哲学としたが、歴史化することによってというよりはむしろ、非伝統的な
用語で体系化することによってであった。両井上は以下のことを示した。彼らは哲

、

学
、

の分類にたけており、真理に到達する方法として哲学を定義し、それを溯って東
洋思想に適用した。両井上は独自の統合的な哲学を考案した。そして円了は最終的
に、東洋哲学の「相含の論理」の優位を主張するようになった。実際に彼自身の哲
学の立場は、彼がまた「円了哲学」と呼ぶものであった。これは彼の法名の漢字に
ちなみ「円」と「完了」を意味している。 

彼自身の哲学の円環を描き出す途中で、円了は様々な西洋哲学の立場に出会った
が、その錯綜的な内容と方法の両面において困惑させられたのであった。円了はそ
れについて首尾一貫した図を描くことに苦闘した。彼の『哲学一夕話』（1886 年）
の機知に富んだ序文は、その「西洋より入りきた一種の新学問」という「哲学」を
幾つかの説明で記述しようとしたものである。序文は警句によって以下のように結
ばれる。この新しい学問についての説明はすべて異なっているため、その本質はま
だ知られていないということだけを示しており、まさに「知るべからざるもの」こ
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そが哲学
、、

であるとされる。教師の役割を引き受けて、円了は、対話者が知らないか
らこそ意見の不一致が起きるのだとまとめる。その後の対話において、円了は物と
心の関係、神の本体、真理の本質についての形而上学的な問いへの興味をひかせる。
最後に彼は、彼の初期における最終的な立場の定式を定める。それは差異の完全な
調和という立場である。 

円了の対話篇の方法と内容は、ここで提示されたものよりも詳しく説明されるべ
きである。だが、彼の著作を読むほとんどすべての現在の読者にとって、簡単に隠
れてしまうようなアイロニーについて注記するだけにしたい。アイロニーの一つは、
円了の後の著作の文脈における区別を考えるならば明白になる。それは 1893 年の
仏教と哲学（Philosophy）についての論文における区別であり、哲学は可知のもの
から不可知のものへと動くと彼は書いており、反対方向へと進む宗教と区別してい
る。先の序文において、対話者たちは不知のものから始まり、「我々が知ることが
できないものこそ哲学である」という警句で終わっていたが、1893 年の真面目な
論文においては哲学が可知のものから知ることのできないものや語ることのできな
いものへ動くといっている。円了の全円は、どうやら、部分的で不完全な立場の矛
盾を、申し分なく解決するような完全に明瞭な立場ではないようだ。それはむしろ、
さらなる探求のために、開かれた空間を残しているような全体的な円のようなもの
であろう。この特徴こそが円了の哲学を独断論から区別するものである、と私は考
えている。ロバート・ワルゴは円了

、、
の哲学を「Perfect Path（完了の道）」と言いか

えたが、この言いかえはこの哲学者が、それを完成した教義ではなく、真理への道
として考えていたことを適切に示している。 

もう一つのアイロニーは、円了の用語をしっかりと見たときに明白になる。円了
は、日本における他の哲学の開拓者たちと同様に、新しい言語を発明するように強
いられていたが、その新しさは特に翻訳において現在では消え失せてしまっている。 

今日において我々にほとんどなじんでいる哲学的な用語は、円了の時代の読者に
とっては奇妙で困惑させるものであった。現代において円了の日本語を読む者は、
儒教的な教訓のような古めかしい文体に気付くであろう。しかし、多くの用語と区
分にもともと備わっていた新奇な響きには未だに気付かないかもしれない。勿論、
簡単に理解できる用語もあったのである。円了の講義は最初に、物理学で研究され
る形（形質）のある有形の事物と、哲学で研究される形なき無形の事物との違いを
指摘している。この区別の言いかえを福沢は『学問のすゝめ』のなかで「無形の学
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問と有形の学問」（19 頁）として提示していた。そしてそこには有形と無形につい
ての非常に古い仏教の言葉が反響している。アリストテレスの読者ならば、自然学
（physics）と形而上学（metaphysics）の違いとの平行関係に気付くであろう。しか
しそこで親しさのベールは終わる。わずかな翻訳の比較は、最初の読者が感じたに
違いない混乱を暴く。 

形なき事物の研究の例として、福沢はその意味についてしばしば読者に想像力を
要求するような複合語を用いた。福沢の心学という用語は、ディルワース氏と平野
氏によって倫理学と翻訳されたが、石田梅岩の「心学」、すなわち自身の真の本質
についての学、を思い起こさせるものである。福沢が用いた神学という語は今でも
theology の翻訳語として用いられるが、しかし神を一般的に研究するものを指して
いる。福沢の「理学」は儒教の理学を思い出させるが、ディルワース氏によって
metaphysic（形而上学）と翻訳されている。一方、円了も理学という言葉を用いる
が、哲学と対置させられるものとしての経験科学を示すためであり、そしてそうす
ることによって philosophia の翻訳として理学を使用することに対抗した。
philosophia の翻訳としての理学という言葉は、かつて中江兆民、西村茂樹、三宅雪
嶺によって好んで使用されていた。今日では東京大学の学部の名前として見られる
ように、理学

、、
は自然科学を示している。ただもちろん、science 一般を示すより普通

の用語は「科学」である。円了は、心理学、倫理学、論理学といった、現在なじみ
のある用語を使用したが、当時はまだ不安定で謎めいた用語であった。哲次郎は、
1881 年の辞書では logic に対して「論法」を示した。倫理学と論理学が関わってい
る、形をもたない「心の構成要素」を示すために、円了は心性という漢語を用いた。
この用語はおそらく中国の儒教的形而上学もしくは性理学にちなんだものであろう
４。現在一般的な用語である truth の訳語である真理は新たに導入された。哲次郎の
1881 年の辞書は「真実」という語を挙げ、また単純に truth を意味する文字である
「理」も挙げている。おそらく円了は、より一般的な意味での truth（真）と区別し
て、「理路整然とした truth」に特化して「真理」という語を用いた５。神の「本性
（nature）」もしくは「実質（substantiality）」についての問いを表すために、円了は
「神の本体」と述べたが、この用語は後に noumenon の訳語として標準的なものと
なった。後に、phenomena（現象）と noumenon を区別して、円了は「実体」とい
う語を用いた。おそらく哲学の摂取のこの段階において、西洋で標準的なカテゴ
リーを日本語で伝達するために用いられた用語の多様性は、そのカテゴリーの謎め
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いた意味に対する、翻訳者の困惑を示しているであろう。 

新奇でしばしば謎めいた意味についての主要な例は、円了が頭を悩ませた、物と
心の関係についての問題である。この問題を定義するために、彼は「物心」という
新しい用語を用いた。この言葉は大まかに言えば「物と心」を意味しており、思慮
分別を意味する「ものごころ」と読まれ得る文脈とは異なる文脈で用いられている。
別々にすると、この二つの漢字は、英語の「thing」や「mind」と同じように多義的
である。円了の哲学堂公園では、一つの庭が物という漢字の形で造園され、他の庭
は心という漢字の形で造園されており、それぞれ唯物論と唯心論を表していると円
了は書いている。この問題は、西洋近代哲学史の一部分として確固たる地位を築い
ており、現在の私たちにとってなじみ深いものであるが、円了の学生にとっては抽
象的で奇妙な問題であったようだ。実在は単に物質（あるいは我々が今日で用いる
ように物質－エネルギー）のみで成り立っているのか、また物質に還元できない精
神的なあるいは非物質的な実在の余地はないのか。多分物質はそれ自身心の構築物
であろう。多分心は物質的な脳から生じた単なる現象、もしくは付帯現象である。
これらの問いの遠い先例が、日本の儒学の議論の内にある。それは「気」と「理」
の関係についての議論であり、「気」が示すのは我々が現実の物理的次元と呼んで
いるものであり、「理」が示しているのは合理的、道徳的次元である。しかし儒学
者たちは、一方を他方に還元しようと試みなかった。意識についてのインド仏教の
理論もまた、その中国や日本での伝統において、西洋の問題を先取りするような理
論であった。しかしヨーロッパの哲学者たちは、この問題を純粋に理論的に取り上
げ、迷いや悟りといった実践的次元を欠いていた。この問題は、今日、世界中の哲
学の重要な課題の一つのように思われる。しばしば「ハードプロブレム（意識の難
問）」と呼ばれ、脳と意識の関係に携わる問題である。 

1887 年に出版された論文の中で、円了は一般的な問題の 11 ものヴァージョンを
描き出した６。それぞれの立場になじみのない名前が付けられているが、彼の分類
の一部は仏教の四重の図式を反映している。物と心という概念をもとにして、円了
は一方が肯定されると他方が否定されるところの、二元論的な説明をしようとした。
それは、1）「物だけがあり心がない」、2）「心だけがあり物がない」という理論に
おいてである。この二つの理論を補足するものとして、3）「物も心もない」、4）
「物も心もある」がある。円了はさらに、最初の三つの理論を、なじみのないヴァ
リエーションに再分割し、この図式を複雑にする。物質論と心性論が理論 1 の一種
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であり、意識論と自覚論が理論 2 の一種であり、感覚論と無元論が理論 3 の一種で
ある。彼はまた、物と心が同時にあるという理論を加えたが、それは又二種の
ヴァージョンがある：「理想論」と終わりなき循環的変化の「循化論」である。最
後に指摘されたものは、円了独自の進化論のヴァージョンである。 

この多様な立場の差異を、円了がどのように解決したのかについて、簡潔な言明
を 1917 年の論文の中に見ることができる。 

 

しかしてその物を究尽すれば心に帰し、心を究尽すれば物に帰し、物の極は心
となり、心の極は物となる。すなわち両極の合して一となることが、古来の唯
物論、唯心論によりて明らかに証明せられている。あるいは唯物論が真理であ
る、あるいは唯心論が真理であるなどというのは、いずれも偏見にして、局外
より観察すれば、この二者全く一物の両端、一体の両面に過ぎぬ……ここにお
いて、余は相容相含説を唱うるに至った。西洋はその理を知らざる……これま
た東洋哲学の西洋哲学に一歩を進めたる点とみてよい７。 

 

「円了哲学」における最終的な差異の解決が提示しているのは、「東洋と西洋の
哲学史によって」証明された論理において、矛盾は真理の単なる部分的な側面であ
るということである。しかし、東洋の伝統のほうが、この解決をより良く説明して
いる。円了にとって、互いに他を含み合っている、なじみ深い中国の陰陽のシンボ
ルの内に、このことが表れている８。両極端の間ということに関しては、円了が
『哲学一夕話』の中で言及している仏教の「中道」を反映しているということがで
きるだろう。また、言及されていない華厳仏教の「事事無碍（あらゆる事物が互い
の中に相互に入り込んでいること）」が、「哲学的な立場」が「事（things）」を置き
換えることによって、反映されている。道元などの日本の禅思想家や、空海のよう
な真言宗の思想家の確信を反響させ、円了は我々が生きているまさにこの世界こそ
が実在しているということを肯定し、様々な観点から解釈することができている。
彼はヘーゲルにおける矛盾したものの和解に接近するが、高次の綜合としての弁証
法的な解決やテロス〔最終的な目標〕へ向けた歴史的な進展については拒否をする。
円了が進化論的な観点をもっていることは、おそらくハーバート・スペンサーのア
イデアに由来するが、円了の進化論は円環的もしくは循環的であり、決して直線的
な進歩ではない。それはむしろ、古代中国における不断の宇宙の変化の理論を思い
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起こさせるものである。聖徳太子の「17 条憲法」（604 年）から 1930 年代の国家主
義者の時代にまで及ぶ、和を尊ぶ日本の長い伝統の内に「円了哲学」を位置づける
ことができるが、後の国家主義者たちが行ったように区別や差異を解消しようと試
みるのではなく、むしろ円了はそれらを認めているのである９。これらすべての影
響にもかかわらず、相互に含み合い包含する円了の理論は、私が思うに、首尾一貫
した革新的な哲学的立場である。その欠点は、唯物論のような極端な立場が、心し
かないという立場のような反対のものと、どのように結びついて円環を完成するの
か、ということを説明するのに失敗したという点である。もし我々が、後の日本の
哲学者たちによって受け入れられた論理の標準を適用するならば、円了の理論は、
結局、充分に支えとなるような議論を欠いた断言といったものに留まっているよう
に見える。 

しかし、日本哲学史における円了の位置づけを考えるのならば、彼の貢献の他の
部分に光を当て、論理的論証の観点は脇におくほうがよいだろう。哲次郎と共に、
円了は、西洋哲学の種々の分野を分類しただけではなく、「純正哲学」を定義し推
進したのである。前近代期における日本のほとんどすべての哲学者の実践的な関心
と対照的に、「純正哲学」は純粋に理論的な哲学を意味していた。まさにこの理論
的と実践的（実際的）の間の区別こそ、日本の思想の中に先例がないというわけで
はないとしても、新しいものであった。哲次郎の辞書は、「純正哲学」を
「metaphysics」の翻訳として用いていた。しかし、両井上にとって純正哲学とは、
我々が「認識論」、「メタ倫理学」、「論理学」と呼ぶであろうものを含むものであっ
た。おそらく彼らは、カントの「純粋哲学（reine Philosophie）」、あるいは「純粋に
概念から引き出された理性の知識」としての形而上学について考えていたのであろ
う。この用語は、彼らが読んだ西洋の哲学者たちの中で広く使われたわけではない
が、日本においては独自の勢力を得た。この用語は、アカデミックな分野と雑誌の
名称として、倫理学と美学を除いた西洋哲学一般の同義語（あるいはおそらく提
喩）となった。桑木厳翼（1874-1946）といった講座主任にとって、純正哲学は主
に思弁的なドイツ哲学を表しており、プラグマティズムや功利主義などのアプロー
チを除外していた。円了にとって「純正哲学は『諸学の原理、事物の真理、思想の
規則等を論究する学』であり、その目的は『倫理、心理等の諸学の原理原則を証明
論究する学』、換言すれば『事物の真理を究明する』もの」１０である。 

哲学一夕話の序文において、円了は彼の聴衆に対して「心理学、論理学等は多少
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人の知るところなれども、純正哲学に至りて、そのいかなる学問なるやは、すこし
も人の知らざるところなり」１１と述べている。実は、この純正哲学というのは近代
西洋哲学の最も中心的なテーマと問いに関する学問であったが、これより 20 年早
く哲学

、、
の新味について言われたことがまだ、1886 年に純正哲学について言われ得

るだろう。根拠への新たな関心の強さは、日本の哲学の方向を変えた。もちろん西
周は、儒教の理についての論説のような原理の研究として、哲学を提示してきた。
しかし彼は、英国の功利主義とフランスの実証主義哲学を、それぞれ、その実践的
意義と科学において頂点に達するという点で擁護した。すべての研究を実践的な精
神的な政治的な目的へと向けた、儒教の思考様式に未だに根差して、西は、今日の
日本の哲学者たちが書いたものの中で、結局忘れ去られてしまうような道を代表し
ていた。 

円了は純正哲学を強調したにもかかわらず、しかしまた、自らのキャリアを通じ
て哲学の実践的使用を強調し、世間一般の間での哲学の大衆化に努めた。彼は、哲
学が人々に対して無形の事物を理解することを教え、教育と政治、道徳、芸術にお
ける成果を重んじることによって、人心と社会の利益になることを教えた。実際、
暴虐の排除と文明の発達は哲学教育に依存する１２。円了は、彼の「純粋な理論哲
学」への興味と哲学を実践的にすることへの関与の両者を調停する可能性について
論じなかった。また、彼の「相容相含」の哲学は、反対のアプローチとしての「理
論的」と「実践的」がどのように調和するのかについても語っていない。おそらく
彼は、純正哲学の特徴である根本的な諸原理の探究が、すべての人にとっての実践
的教育の核を形成するのだと見なしていたのであろう。おそらくこの点が、真正な
哲学は大衆的なものではないと考えていた井上哲次郎と、円了を区別する点であっ
た。彼らによる純正哲学の推進において、両井上は日本における哲学摂取の新たな
局面を代表している。しかし、その目的についての見解では、彼らは根本的に異
なっていた。 

さらにまた、日本の諸伝統を哲学の領域に引き込む方法に関しても、井上円了と
井上哲次郎は異なっていた。円了がいかに仏教が哲学的であるかを示すことに焦点
を当てたのに対して、哲次郎は儒教の学派の哲学を歴史的に構築した。円了は非歴
史的なアプローチをとり、純正哲学で扱われる問題を仏教学派の思想の内部に位置
づけた。例えば彼は、時間、空間、宇宙、宇宙進化論について素描したが、それは
天文学や気象学から因果関係や存在にまで範囲が及ぶ「仏教理科」における何ダー
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スもの他の論と並べての素描であった。時には、「純正もしくは理論的な哲学」と
は、なんら共通の基盤もない論の単なるコレクションであるかのようだ。もう一度
言うが、円了の仕事の意義は、それが見せるなんらかの厳格さの中にあるというわ
けではなく、むしろ哲学の見られた範囲にあるだろう。東京大学の方向とは反対に、
彼は「純正哲学」を拡張して、仏教理論に加えて、印度哲学、中国哲学、ペルシア
哲学、エジプト哲学まで含むものとした１３。老子と荘子は純正哲学に貢献し、道元
や親鸞も同様に貢献した１４。おそらく円了は道元について哲学

、、
を行ったものと見な

した最初の一人である。 

円了の用語と分類の多くは廃れていった。他の表現、例えば「仏教観念論」とか
「道元の哲学」は現在ではありふれたものである。互いに含み合い、相互に入り込
んでいるという円了の理論はほとんど忘れ去られた。この理論のように定式化する
ことによって、彼は西洋哲学の立場に対して仏教的に色づけられた網を投げかけた。
さらにまた、彼は仏教を真正に哲学的なものであるとみなす道を開いた。彼の『哲
学一夕話』は西田幾多郎に強い刺激を与えた。区別の根底を明らかにしようという
西田の努力は、円了に端を発しているのである。哲学の構図の概略を描き、多数の
用語を定義した 40 年後に、西田が経験へと回帰したことは、新鮮な空気を吸うよ
うなものだったに違いない。しかし、彼の初期の哲学教育に活気を与えた空気は、
明治時代に井上円了と彼の同時代人が作り上げたものだったのである。
 
注 
１ この論文は、近刊のブレット・デイビス編集の the Oxford Handbook of Japanese 

Philosophy の項目で哲学者たちを紹介するための、より長い章から引き出されたもので
ある。Oxford University Press の許諾を得て翻訳された。 
２ 『福沢諭吉全集』（岩波書店、1969-71）、第 4 巻、5 頁。 
３ New York: Penguin Books, 2011, p. xv。 
４ 『哲学事典』、平凡社、825 頁。 
５ ライナ・シュルツァは 2012 年にベルリンのフンボルト大学に提出した博士論文の
中で、新しく設立された東京大学における、すべての学問領域を統一する truth という
新しい概念の意義について注記している。「truth は、アプリオ

．．．．
リ
．

に何も含まず何も排
除しない、形式的

、、、
で統制的な理念である……ある講義の中で、円了は仏教の究極的な

truth について 47 の類義語を列挙した（真理は列挙されなかった）。このような豊かさ
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にもかかわらず、私が示したいのは、上述の理由から、truth は日本、朝鮮、中国で用
いられるようになった新たな言葉であるだけでなく、実際にこの言葉はそれに伴って新
しい概念を移入してきたのである」。"Inoue Enryō: A Philosophical Portrait," 55 頁。この
論文の補遺 G が「真理」の使用の概要を教えてくれている。 
６ 『哲学要領』、後編、井上円了選集 1 巻、150-215 頁。 
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るとよい。彼の『國體の本義』の解釈は、Kawashima Takeyoshi,川島武宜 "The status of 

the individual in the notion of law, right, and social order in Japan,” in Moore, Charles A., ed. 

(1968) The Status of the Individual in East and West. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 431

頁に引用されている。 
１０ 針生清人「解説」、『井上円了選集』、1 巻、435 頁。円了の純正哲学に関する論
文は量が多く、選集の 1 巻、2 巻、7 巻の大部分を占めている。 
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１２ 寅野遼「哲学の通俗化とは何か」、『国際井上円了研究』2 号、国際井上円了学会、
2014 年。また「哲学上に於ける余の使命」、竹村牧男編『妖怪玄談』、大東出版、
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