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What should we do next?

東洋大学 国際哲学研究センター長

村上勝三

国際哲学研究センターの設立�年目になる 2012 年度には、東洋大学創立 125 周年を記念したさまざまな事業が

行われました。それに呼応して本センターにとっても豊饒と発展の年でした。人員としては、同年 12 月現在の研

究員、客員研究員、研究助手、リサーチアシスタント合わせて総勢 50 名に至りました。事業形態という観点から

みますと、三つのユニットで今年度に行われた研究会は総計 20 回ほど（そのうちの�回はWEB会議）、海外での

研究集会は�回（フランスとブータン）、国際シンポジウムは�回（そのうちの�回はWEB会議）、国際円了学会

の設立大会、その他にワークショップも行われました。国外の研究者も 20 名ほどが参加しました。使われた言語

は英語、フランス語、ドイツ語、中国語、ペルシャ語でした。

設立の趣旨を私たちは次のように掲げておりました。「グローバル化が進み、価値観の多様化とともに、未來へ

の方向性を見極めかねている現代社会にあって、人間と社会のあり方を根源的に問い直す哲学的探究が求められて

います。本センターはこの地球的課題に応えるために哲学研究の国際的ネットワークを形成し、井上円了哲学の現

代的役割を国際的に発信するとともに、東西思想の差異するところを踏まえつつ世界的連携を創出することを目指

します」。

多くの方々のご支援を得て、この目的に近づくために今年度は大きな道筋を付けることができたと考えます。本

年度�月には、東洋大学創立 125 周年記念事業の一環として、第�ユニットは国際井上円了学会を創設しました。

それとともにセンター全体として国際シンポジウム「グローバルな現実に向きあう哲学」がインド、中国、アメリ

カ、フランスの研究者を招いて開催されました。第�ユニットの活動である国際井上円了学会は将来にわたって円

了研究の世界的拠点として育て拡充されるべき事業です。2012 年 12 月現在既に（団体も含めて）93 の会員を数え

ております。さらに、第�ユニットはこの活動を成功裡に導くための基礎研究として明治期以降の日本哲学の研究

活動を続けております。この一環としてストラスブール大学日本学学科マスターコースへのWEBを用いた授業配

信も致しました。第�ユニットの活動の中心は方法論研究とそれの実践にあります。方法論研究としてはパリと

ウィーンと東京を結んだWEB 会議、実践への取り組みとしては、「法」概念の世界的多様性を摑み取ることをめ

ざすシンポジウム、さらに「ポスト福島の哲学」の構築に向けての研究会を開催しました。第�ユニットは「共

生」に向けての多方面からの接近を行っております。ブータンにおける国際会議の開催、イラン・シンポジウムが

今年度の大きな企画でした。後者は「共生の哲学に向けて−イスラームとの対話−」を主題として、駐日イラン大

使の臨席の下で行われました。これら二つの活動は、これまでの「共生」の枠を明確に一歩踏み出したものとして

高く評価されます。イランの研究者との交流は今後とも継続され、第�ユニットの活動の軸になると期待されま

す。こうして三つのユニットがそれぞれ独創的な取り組みを行い、協力し合いながら人類的に共有可能である知の

基盤を打ち立てるために、「発信」と「方法の国際化」と「共生」が一つになる場の確立に向けて尽力しておりま

す。

来年度は折り返し点である�年目になります。及ばぬ点を明確にし、同時に実りを実りとして収穫しながら、言

い換えますならば、反省の上に充実を求めて尽力を続けてまいります。今後とも皆様方のあついご支援をお願い申

し上げます。
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＊本書の構成について：

本書の前半部は、日本語で書かれた原稿・論文、ならびに、英・独・仏・中の外国語原文を日本語へ翻訳したも

のから成る。後半部では、それらの日本語の原稿を外国語（英・独・仏・中）へ翻訳したものと、英・独・仏・中

の原語原文を掲載している。前半と後半の原稿は同じ順序で掲載されている。
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シンポジウム趣旨

村上勝三

20 世紀半ばには、原子力を用いた技術的創案あるいは過失が地球全体に影響を与えるようになった。ここから

生じる人間をも含めた自然の破壊に、私たちは対処しなければならなくなった。さらにそこから�、30 年も過ぎ

ると、地球上のどこかで生じる紛争がエネルギー資源への影響を多くの国々に与えるようになり、それにより遠く

離れた国の政治的動向を考慮に入れなければ、自国の成長を算段することができなくなった。それに対して、為替

の動きがすべての国と国民の経済に直接的に作用するようになったのは、さほど前のことではない。

私たちは今や時々刻々、世界のなかで生じているほとんどの出来事について、その情報を探しに行く手立てを

もっている。そして今までとは異なり、世界のあらゆるところで発せられるさまざまな情報操作とさまざまな圧力

によって、私たちの考え方は日々流動にさらされ、精神的に不安定な状態におかれている。

既にグローバル化されてしまったこの世界のなかで、私たちは自分たちの一生を組み立てて行かなければならな

い。自分の一生を組み立てようとするときに、はたして頼りにすることのできる哲学はあるのか。宗教は私たちに

どのような影響を与えるのか。

このように思いを巡らすとき、私たちの手もとにある考え方が、一人の人の感情や感覚を「証拠」にする、ある

いは狭量な同胞意識を「証拠」にする、閉鎖的で自己中心的な思考でしかないとしたら、あまりにも悲しく、あま

りにも情けない。また、宗教がその存在根拠として異教をもつ限り、この生きて行くことの支えのなさを宗教に委

ねることは、世界的な解決にはならない。それでは私たちはエゴイズムを超えて現実を動かす哲学をもっているの

か。「私」以外の、地球上の何万キロも離れている、物理的地球の裏側で向かい合っている「もう一人のひと」も、

すぐ近くの「隣人」と同じく「ひと」であるという、このことを誰でもが納得できる根拠をもって主張する哲学

を、私たちはもっているのであろうか。長い哲学と宗教の歴史のなかでも、これは「一つのスキャンダル」ではな

いのか。

私たちは世界中のすべての人にこのことを呼びかけ、弱い者を犠牲にして「成功する」世界に対して強い否定の

言葉をもって訴えたい。このために私たちは国という境界を越えて、また、それぞれの学問領域という境界を越え

て「対話」をする場を設けることにした。

「グローバルな現実に向きあう哲学」という課題には、以上のような祈りにも似た願いが込められている。しか

し、私たちが求めなければならないのは「祈り」ではなく、哲学であれ、宗教であれ、それぞれにとって「理のあ

る思考」である。私たちは、まだ弱い力しかもっていないが、各国、各分野の研究者の協力を得て「グローバルな

世界」の困難に面と向かう研究者として、その重い役割の一端なりとも果たすために、この国際シンポジウムを開

催することにした。
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ジャイナ教における非暴力の哲学的正当化

ジャヤンドラ・ソーニー

翻訳：三澤祐嗣

仏教やヒンドゥー教とは対照的に、ジャイナ教は、あまり知られていないインド固有の世界観である。マハー

ヴィーラは、ブッダの同時代の紀元前�世紀頃の人物であり、おそらく最も知られたジャイナ教の代表者で改革者

である。しかし、仏教徒とジャイナ教徒の資料によると、ジャイナ教の起源は、少なくとも 250 年前、マハー

ヴィーラの先駆者であるパールシュヴァに遡る。彼ら�人、パールシュヴァとマハーヴィーラは悟った人と考えら

れており、そしてそれ故に自身の俗世での束縛を破壊する全知者とみなされ、また、他者にそのような解脱がどの

ように成し遂げられることができるかについても教えた。彼ら（パールシュヴァとマハーヴィーラ）は征服者ある

いは勝利者すなわちジナ（Jina）として知られていて、そこからジナの信者を示すジャイナ（Jaina）という語が

導き出された。ジャイナ教徒の一般的な歴史──それは神話の時間を含む──では、そのような 24 人のジナ達が、

異なる時代にこの世に生まれ、「浅瀬もしくは橋の作成者」すなわちティールタンカラ（祖師）としてジャイナ教

の教義を教えたものとして言及されている。彼らの教えは、再生の海の上に、すなわち俗世の岸から彼岸へ、また

は束縛から解放へと架かる橋のようなものである。すべてのジナ達に共通の一つの教えがあるならば、それは不殺

生（非暴力）、すなわちありとあらゆる殺生（暴力）の放棄である。

殺生（暴力）は常にインドで生活の一部であった。しかしながら、全く同時に、古代より、不殺生（非暴力）の

指示と実践は非常に高い地位を持っていた。仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教といったインドにおいて古代から固

有の�つの伝統すべては、しばしば非常に類似した方法で不殺生（非暴力）の思想を普及させた。アヨーディヤー

でのヒンドゥー・ムスリム間の衝突について重要な分析を書いたハンス・バッカー（Bakker 1991：p. 80）は、

「普通に平和的で道徳的である以上のものとしての」、インドの文化と社会の「理想化されたイメージ」について

語っている。例えば、バッカーは、バラモン階級の人々は「親切な人種」「幸せな子羊」であり、「彼らの神につい

ての考えは『偉大で美しい』ものであり、そして彼らの『モラルは純粋で高潔である』」と述べているヨハン・

ゴットフリート・ヘルダー（1744-1803）を引用している。他方、インドにおいて戦争や殺生（暴力）がなかった

期間は極めて少なかったことは有名である。特に独立運動の間の出来事や、今も進行中のヒンドゥー・ムスリム間

の衝突のゆえに、いわゆる指定カースト 1と指定部族に関する問題を含みつつ、上記で言及した「理想化されたイ

メージ」は一気に崩れた。全く同時に、そしてインド自体において、非常に強い反殺生（反暴力）と不殺生（非暴

力）の運動──マハートマー・ガーンディーが独立運動の中で不殺生（非暴力）の方法を用い、政治的にもそれを

利用したことに似ているのだが──は、常にあった。ついでに注意するが、政治的圧力のために効果的に利用した

断食の実行とともに、ガーンディーはジャイナ教から不殺生（非暴力）についての考えと極端な強調を引き継いだ

ことが重要である。

ジャイナ教における最高の倫理原則としての不殺生（非暴力）の極端な強調は、形而上学的に実証されうる。以

下で、ジャイナ教徒の形而上学の簡潔な概要を与え、それにより、ジャイナ教において殺生（暴力）と不殺生（非

暴力）がいかに重要かを見てみようと思う。ジャイナ教の哲学における�つの基本的な真実は、その存在論の�つ

の基本的な原理（ジーヴァとアジーヴァ）を伴うだけでなく、ジャイナ教の形而上学全体をも要約するとも言え

る。ジーヴァ（霊魂）2──感覚／生命や意識そのものの原理──は、様々な点でアートマン（我）やプルシャ

（精神原理）と類似している（シヴァ派においてアートマン（我）／パシュ（個我、個々人の魂）がシャクティ

（宇宙の根源力）を持つように、ジャイナ教におけるジーヴァ（霊魂）はヴィールヤ（力）を持っている）3。ア
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ジーヴァは非感覚〔あるいは非精神、非霊魂〕の原理であり、そしてそれは、それを構成する�つの非感覚のカテ

ゴリーを表す。つまりアジーヴァ（非霊魂）は、時間と空間において運動するか停止することができる物質（プド

ガラ（物質原子）、アーカーシャ（虚空・空間）、カーラ（時間）、ダルマ（運動の条件）、アダルマ（停止の条件）

という�つ）から成る。

不殺生（非暴力）の重要性を理解するための鍵となる用語は、物質（プドガラ）の役割と機能である。ジャイナ

教では、物質は霊魂すなわちジーヴァに「流れ込み」、そして、カルマ（行為、業）に変えられるので、それは重

要である。ここでのカルマ（行為）という語は状態を意味し、その状態のもとで霊魂はすべての行動──すなわ

ち、痛みや苦しみ、あるいは楽しみや喜びを引き起こす行動──の結果を獲得する。カルマ（行為）が実は、物質

──すなわち霊魂に流れ込んでそれに密着する微細で目に見えない物質──であることは、ジャイナ教に特有であ

る。こうすることによって、微細で目に見えない物質粒子は、霊魂が自由ではなくその本来の能力と機能を発揮す

ることを妨害するほどに、霊魂を覆い、包む。明らかに、霊魂があらゆる妨害から解放されて、その生来の能力に

従って妨害されないよう機能することができるために、これらの微細で目に見えない物質粒子の重荷から霊魂を清

めるか浄化する必要がある。この物質の重荷から霊魂を開放するために、ジャイナ教徒たちは、普通の個人にとっ

て非常に厳しいものであるが、定期的に長い期間にわたる断食のような禁欲的な浄化の実修を規定している（上で

見たように、マハートマー・ガーンディーはこれも行った）。

さて、基本的な問題は、いったいどのようにしてそのような物質の霊魂への流れ込み／流入が起こるのかという

ことである。

私たちはすでに、ジーヴァ（霊魂）とアジーヴァ（非霊魂）、すなわち最初の�つの根本的な真実と共に、「�つ

の基本的な真実」に言及した。さて、第
﹅

�
﹅

の真実はまさにこの霊魂への微細な物質粒子の流入（アースラヴァ）で

ある。流入は、物質をそれ（霊魂）に引きつける霊魂のいわゆる「活動」により起こる。カルマ（行為）による輪

廻転生を引き起こす活動は、どのように最初に起こったのだろうか。仏教徒やヒンドゥー教徒と同様に、ジャイナ

教徒も、ジャイナ教における感覚の原理あるいは霊魂の来歴は、無始以来の物質との結びつきから始まり、これに

よって、本来無制限で無限定な霊魂が物質によって覆われ、妨害され、制限されると言う。さらに、ジャイナ教徒

は、カルマと輪廻の理論を受け入れる他の者たち（仏教徒等）と同様の方法で、それはそのようであると単に確か

めるだけである。ジャイナ教徒にとって、霊魂は本来完全であり、この完全さは、信仰、知識、振る舞い、力、至

福を含む。しかしながら、物質が霊魂に流れ込み、カルマ（行為）へと変化し、霊魂に密着するので、霊魂の本来

の能力は縛られる／拘束されるようになる──ジャイナ教徒はしばしば、油が塗られた表面に落ちるちりのイメー

ジを用いる。この束縛（バンダ）こそが、ジャイナ教の第
﹅

�
﹅

の根本的な真実である。

しかしながら、物質／カルマ（行為）の流入を防止するという可能性があり、そして、更なる流入の制御（サン

ヴァラ）の可能性の状態が、第
﹅

�
﹅

の根本的な真実である。そのような制御は、例えば、思考、話し、行い（托鉢、

慎み、謙遜、そして観察における）の際の注意深さや用心などのような適切な振る舞いを通じて可能である。

第
﹅

�
﹅

の根本的な真実は、すでに蓄えられた物質／カルマ（行為）の分離や破壊であり、すなわちその抹消または

止滅（ニルジャラー）である。これは、「外部」や「内部」での禁欲生活を通じて、すなわち、断食や、その他の

苦行とその他の苦難と難行、そして、学習と瞑想を通じて、成し遂げられうる。

霊魂が完全にすべての微細なカルマの粒子を取り除くことができるならば、あらゆる外部の影響から解放され

る。この解放が、第
﹅

�
﹅

の根本的な真実、すなわち解脱（モークシャ）である。その時、霊魂は、どんな妨害もなし

に、その無制限な力（ヴィールヤ）、信仰（ダルシャナ）・知識（ジュニャーナ）・振る舞い（チャーリトラ）の完

全さと共に、その本来の性質のもとで自由に存在することができる。

この形而上学的背景は、�世紀以前に書かれたウマースヴァーティ作『タットヴァールタ・スートラ』

（Tattvārthasūtra 略号TS）1, 1-4 から取られた。

さて、殺生（暴力）と不殺生（非暴力）はジャイナ教における形而上学とどのような関係があるのか。それらの

間の関係は何か。それらの間の関係は、私たちが行うすべての行為または振る舞いは、「悪い」カルマ（行為）に

よる恐るべき帰結を伴う大量の物質の、霊魂への流入と蓄積につながる。ジャイナ教徒によると、あらゆる行為

は、特にそれが殺生（暴力）や生き物の殺害あるいは破壊を含むならば、霊魂における「悪い」カルマ（行為）に
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よる恐るべき帰結を伴う大量の物質の流入と蓄積につながる。殺生（暴力）と破壊を避けることは、最終的に物質

が霊魂に流れ込まないための必要条件であり、それによって、従って否定的な帰結を伴ういかなるカルマも展開す

ることができないのである。これは、単純に、私たちが行うあらゆる小さなことにも注意しなければならないとい

うことを意味する。

ウマースヴァーティの TS 1, 1 における最初の経文は、ここまで言われたすべてのことを要約している。すなわ

ち、正しい信仰、正しい知識、そして正しい振る舞い／行為は、一緒に解脱へ導く（samyag darśana-jñāna-

cāritrān. imoks. a-mārgah. ）。これらの「三宝」（正しい信仰、正しい知識、正しい振る舞い）のうちで、ここで私た

ちに関係することは、正しい振る舞い／行為であり、そして、これは�つの段階で理解しうる。すなわち、存在論

的なレベルで、霊魂は本来、自然に、正しく振る舞い／行為する能力を有している。しかしながら、私たちこの世

界の人間にとって、この霊魂の本来の性質はカルマ（行為）によって妨害され、制限されている。それ故に、霊魂

がその本来の性質に従って振る舞えるよう霊魂の最適な状態を達成するために自分自身を律することが、われわれ

に要求されている。ジャイナ教徒にとって、このことは、その目的が世俗的生活のそれとは基本的に異なるところ

の禁欲生活を通じて、可能である。明らかに、この禁欲生活は僧と尼僧に求められるものであるが、ジャイナ教の

一般信徒もまた、俗世の生活の中で、正しい振る舞いあるいは行為についての指示に従って自身を順応するよう要

求される。基本的に、これは、私たちは不殺生（非暴力）的で、真実を話し、盗まず、貞節で、貪欲であってはな

らないことを意味する。基本的な心構えは、世俗の目的への執着を解き放つものであるところの、冷静さ（情念の

なさ、passionlessness）であろう。〔以下で〕人間の状態に関する見解を簡潔に論ずる際に、ジャイナ教徒のその

立場をより良く理解することができる。

人間の状態についてのジャイナ教徒の見方は、仏教とヒンドゥー教における類似した見解と同様に、世俗的楽し

みは、絶えず、そして非常に簡単に、私たちをそそのかし、堕落させるという事実を示している。私たちは、これ

らの喜びや楽しみは一時的なものであり、そして、世俗の脅威はあまねく存在しているという事実をしばしば見落

している。この人間の状態は、非常に例証的で、劇的でさえある方法で、「井戸の中の男」という寓話の中で描写

されている。この物語は以下のようである。

ある男
﹅

が、大きな森
﹅

で、野生の象
﹅

に威嚇された。彼はイチジクの木
﹅

の方へ避難したが、それに素早く登るこ

とができなかった。そこで、彼はすぐ近くにある、草が生い茂った、古くうち捨てられた井
﹅

戸
﹅

に飛び込んだ。

彼は、なんとか井戸の脇から伸びている竹の枝を掴んで、すんでの所で、鼻で捕らえようとする象から身を

守った。象は彼に触れることはできても、捕らえるまでにはいたらなかった。彼は、大変なパニック状態の中

であたりを見回すと、井戸の底で、彼を飲み込もうと威嚇する�匹の大
﹅

き
﹅

な
﹅

ヘ
﹅

ビ
﹅

と、鎌首をもたげてシュー

シューと音を立てる�匹の小
﹅

さ
﹅

な
﹅

ヘ
﹅

ビ
﹅

を見つけた。ひどい恐怖で、彼は、井戸の底に落っこちないように、竹

の枝にしがみついた。どうすべきかと思い見上げると、彼は衝撃を受けた。白
﹅

い
﹅

ネ
﹅

ズ
﹅

ミ
﹅

と
﹅

黒
﹅

い
﹅

ネ
﹅

ズ
﹅

ミ
﹅

が竹の

根っこをかじっているのを見つけたのだ。さらに、激怒した象がイチジクの木を全力で叩いていた。象の猛攻

撃によって激しく揺すられて、木の枝にいた数百もの蜂
﹅

が危険を察知し、男を刺そうと威嚇しだした。このよ

うにあらゆる面から悩まされ苦しめられた不幸な男は、木から一滴のは
﹅

ち
﹅

み
﹅

つ
﹅

が落ちて、彼の額に当たり、鼻

をしたたり落ちて、口の中に流れ込んできたことに気づいた。彼は、自分がおかれている災難や不幸のことを

すっかり忘れ、意地汚く少量のはちみつをすすり、大喜びでその甘さを堪能した。（［Glasenapp 1984：pp.

189-190］によるドイツ語訳から翻案し、傍点 4を付け加えた。）

ジャイナ教徒は、あらゆることが悪い方へと向かうある一日を描写したこの劇的な物語から、次のような教訓を

引き出す。井戸にいる男はジャイナ教における霊魂を表し、森は輪廻（生まれ・死に・生まれ、などの循環）、木

は生命を表し、井戸は人間の境遇を表している。男を威嚇した象は死を表し、大きなヘビは地獄を、�匹の小さな

ヘビは�つの激情（怒り、傲慢、欺瞞、貪欲）を、白と黒のネズミは月の明るい部分と暗い部分（＝日中と夜間）

をそれぞれ表す。蜂は人がかかる病を表し、そして、最後に、はちみつの一滴は俗世が提供する甘さ・幸せを表

す。ちょうどこの井戸にいる男のように、各々の霊魂は、俗世が提供するつかの間の喜びのために、それが置かれ
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ている恐ろしい境遇を忘れている。境遇の災難さと悲惨さに気付いたとき、霊魂は、離脱しようと奮起する、つま

り、苦しみからの解放のために奮起するのである。

この物語から明らかなことは、ジャイナ教は、俗世において生命は普通苦しみに満ちているという一般的なイン

ドの考え方を共有しているということである。ブッダの sarvam. duh. kham（全ては苦しみである）と同じように、

ジャイナ教徒は asārah. sansārah.（俗世における生命には価値がない）と言う（Glasenapp 1984：p. 187）。この人間

の状態の記述とジャイナ教徒の世界観は、ジャイナ教徒やインドの他の諸〔宗教〕が見るように、いかにして恐る

べき人間の状態を逃れるかについての単なる出発点であり、建設的な見解のために必要な第一歩であると分かる。

それは「ジャイナ教徒の浄化の道」と解脱に意味と重要性を与える。

井戸の中の男のようなこの恐るべき不幸な境遇にあるのが霊魂（ジーヴァ）なのであり、すでに見たように、そ

の行いに対して責任を負うのは霊魂そのものである。ジャイナ教におけるいわゆる三宝、すなわち、正しい信仰、

正しい知識、正しい振る舞い／行為は、初めは意識されておらずまた同時に不運である状態から解脱するための、

道しるべまたは案内人である。ジャイナ教徒は現実主義者であり、彼らは、私たちにとって「正しさ」は自動的に

実現されるのではないという事実に完全に気づいている。なぜならこの世界における私たちの存在そのものを通じ

て私たちは実際に、また不可避に、破壊的であるからである。ジャイナ教の僧と尼僧は、世界を捨てて、極端な禁

欲を実践することになっている。毎晩、苦行者は自身の良心の細かな審査を経験しなけなければならない。不殺生

（非暴力）の誓いの黙想の例として、ここで一つの形式を提示しよう（Mette 2010：p. 212f. ドイツ語からの翻

訳）5。

「私は、生物──小さかろうと大きかろうと、動物であろうと植物であろうと──に対するあらゆる種類の

害を捨てます。害を加えたいと個人的に思わないことにより、また、私のために他者によって生物が傷つけら

れることに賛成しないことにより、また、別の人が生物を傷つけることを許さないことによって、私は、生き

ている限り、�つの方法すなわち私の内的な感覚で、私の言葉で、私の肉体で、〔害を捨てます。〕」次に、苦

行者は、�つの注意／規則（サミティ）を怠ったかどうか、またそれにより彼がこの規則を害してしまったか

どうか、自身に尋ねる。最初の注意／規則は歩くことに関してである。僧は地面を見下ろし、持っている小さ

なほうきで踏んでしまうような小さな生物を〔穏やかに〕掃き除いて歩かなければならない。�番目の注意／

規則は言葉に関係している。僧は、軽率に／慌ただしく話した言葉を通して生物を害したかどうか、自身に尋

ねなければならない。�番目は、托鉢のとき、何かを見落したのではないか。�番目に、自分の用具を取った

り置いたりするときに何かを見落していないか。�番目に、汚物を取り除いているときはどうか。

ジャイナ教の一般信徒も、もちろん、日常生活の中で不殺生（非暴力）の「理想」に可能な限り忠実でなければ

ならない。次の�人の旅人とマンゴーの木の寓話は、不殺生（非暴力）の規則を人間にとっての欲求を満たすこと

に関連付け、またどのようにして様々なタイプの人々が様々な方法で自身の欲望を満たしているのかを描写し、そ

してジャイナ教による霊魂の�タイプを表現している。

�人の旅人が森を抜けようと一緒に歩いていた。数時間たつと、彼らは空腹を感じ始め、まわりに果物の木

を探した。しばらくすると彼らはマンゴーの木に遭遇して、それぞれ次のような提案をした。�. 一人の旅人

は斧を持っていて、おいしく熟れたマンゴーを得るために、木すべてを切り倒そうと提案した。�. 二番目の

旅人は、彼に反対して、マンゴーのためには大きな枝を切るだけで十分であると提案した。�. 三番目の人

は、こんなことまでする必要がない、「どうして十分に実がなった一枝を切るだけにしないのか」と言った。

�. 四番目の旅人はさらに良い案を持っていて、こんなことさえする必要はないでしょう、私たちが届くとこ

ろのマンゴーが実った小さな枝を折ることにしませんか、と言った。�. 五番目の旅人はそれに賛成して、良

い案だが十分に注意しなければならないと言った。私たちは、その木の熟れたマンゴーのみを採り、青いもの

は残すということを確実になさなければならないという。�. 最後に、六番目の旅人は言った。私にはもっと

良い案がある。ここを見て、木の下を。ここに私たち皆にとって十分足りるだけの熟れたマンゴーがある。ど
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んな仕方ででも木を傷つけないで、それら（下に落ちているマ

ンゴー）を取りませんか、と。

これは、どうやって私たちが自分たちの環境の中で慎重に、保護

的に振る舞うことができるかと共に、どのようにして不殺生（非暴

力）が実行されることができるかについて説明する典型的なジャイ

ナ教の物語である。（c/f 『ヨーガ・スートラ』2, 35：一旦、不殺

生（非暴力）が確立すると、彼（ヨーガ行者）の前では〔生き物か

らの彼に対する〕敵意は捨てられる。）

ありとあらゆる私たちの行動は自身の霊魂に影響することを見

た。ジャイナ教の聖典では 13種類の行為が記述され、そして、そ

れらのうちの 12 種は実際に避けられなければならない殺生（暴力）

的行為である。これらの殺生（暴力）行為は、扇動されるべきでは

なく、支持されるべきでもなく、それだけでなく、賛成されるべき

でもないということも強調される。これらの考えは、紀元前�世紀

のマハーヴィーラの教えから引き出され、遅くとも紀元後�世紀ご

ろに聖典化された（Schubring 1926：pp. 42-48/51-58、その章は

p. 65/76まで続く。『スーヤガダ』（Sūyagad. a）II, 2）。おおまかに、

ここでこれら 13種の行為に言及したい。それはジャイナ教の殺生

（暴力）についての見解がどれくらい包括的か、そして、これらの

考えがどれほど最初期からジャイナ教徒たちを占有していたかを示

すためである。

�．意図的な殺生（暴力）行為（自身の利益のために、ある人が

彼の親類、友人等に、殺生（暴力）をもたらす）。�．動物の残酷

な殺害のような、目的のない殺生（暴力）行為と、意味のない／無

益な破壊。�．武器を用いて自分自身または他人の身を守る場合の

ような、好戦的な殺生（暴力）行為。�．別の特定の作業をする傍

らで／付随する結果で不意に何かを殺す場合のような、偶然の殺生（暴力）行為。�．誰かには悪い意図があると

誤って憶測することによって害する場合のような、目の錯覚を通じての殺生（暴力）行為。�．虚偽の言葉で起こ

る殺生（暴力）行為。�．許されない取得において〔起こる殺生（暴力）行為〕。�．憂鬱なときのような（悪い）

心持ちで。�．自惚れての殺生（暴力）行為。10．小さな間違いで誰かをひどく罰することのように友人を不当に

扱うことで。11．欺瞞での殺生（暴力）。12．貪欲において。そして、最後に、13．次のような定められた行為、

例えば、話すこと、考えること、歩くこと、立つこと、食べることに慎重になることによる霊魂の幸福など。

結論

私は形而上学から始めた。たとえこれらの哲学的考えはもっと早期に流行っていたかもしれなくとも、それに含

まれる考えは少なくとも�世紀頃から私たちに知られていた。倫理的で実践的な方法で不殺生（非暴力）を弁護す

るマハーヴィーラの言葉で終わらせようと思う。マハーヴィーラが次のように語ったことがジャイナ教の聖典に記

録されている。（『スーヤガダ』（Sūyagad. a）II 1, 48 および Schubring 1926：p. 39/47）

私が棒、骨、拳、土くれまたは陶器の破片で傷つけられるか、叩かれるか、脅かされるか、怪我を負わせら

れるか、激しく打ち付けられるか、殺されるなら、それは私にとって良くないことである──そう、たとえ私

の髪が引き抜かれるだけでも、私は、自分にそれの苦しみと恐れをもたらす傷害を明瞭に感じる──そのよう
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に、以下のことを知りなさい。すなわち、あらゆる高等生物、あらゆる植物、あらゆる下等動物、その他のす

べての生物は、棒、骨などで傷つけられるか殺されるかしたならば、実に、たとえ彼らの髪が引き抜かれるだ

けでも、（彼らは）強烈に、自身にそれの苦しみと恐れをもたらす傷害を感じる。もし人がこれに気づいたら、

あらゆる高次の存在も、あらゆる植物も、あらゆる下等動物も、その他のすべての生物も、叩かれたり、強要

されたり、服従させられたり、酷使されたり、あるいは殺されたりがなくなるのは確かである。……これは、

知っている人々によって宣言された純粋で、恒常的な、永遠の教えである、……。（翻案したテクスト）
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注

1 訳者註：従来の「不可触賤民」のこと。

2 訳者註：著者はジーヴァの訳語として soul（霊魂）を用いている。

3 訳者註：インド思想において、アートマン（我）やプルシャ（精神原理）は純粋で究極的な自己の主体を意味する。シヴァ

派とは、ヒンドゥー教においてシヴァ神を中心に信奉する者たちである。彼らの教義において、アートマン（我）すなわち

パシュ（個我）は個々人の主体であるが、同時に本質的には最高存在（主宰神）と同性質であり、宇宙の根源力であるシャ

クティを具えているという一元論が考えられている。ジャイナ教徒においても、ジーヴァ（霊魂）の本質の一つとして

ヴィールヤすなわち力が想定されている。しかし、ジャイナ教は世界を創造する主宰神を認めず、多数の霊魂を認める多我

説の立場に立つ。

4 訳者註：原文では、傍点の箇所は太字となっている。

5 原註：“Ich entsage jeder Schädigung von Lebewesen, sei es fein oder grob, tierisch oder pflanzlich, in dem ich weder in

eigener Person Lebewesen schädigen noch zulassen will, daß durch andere in meinem Interesse ein Lebewesen geschädigt

wird, noch erlauben will, daß ein anderer ein Lebewesen schädigt, so lange ich lebe, dreifach, auf dreierleiWeise, mitmeinem

inneren Sinn, meiner Rede und meinem Leib”. Er befragt sich dann selber, ob er eine der fünf 〈〈Achtsamkeiten〉〉

（samiti） vernachlässigt und dadurch eine Verletzung dieses Gebots bewirkt haben könnte. Die erste Achtsamkeit betrifft

das Gehen. Der Mönch soll mit auf dem Boden gesenktem Blick gehen, indem er mit einem kleinen Besen, den er mit sich

führt, kleine Wesen, die er zertreten könnte, zur Seite fegt. Die zweite Achtsamkeit betrifft die Rede： Er muß sich

fragen, ob er durch ein unbedacht gesprochenesWort die Verletzung einesWesens bewirkt haben könnte. Drittens： Hat er

bei der Almosensuche etwas übersehen？ Viertens：Beim Aufheben und Niedersetzen der Gerätschaften？ Fünftens：

Beim Beseitigen von Unrat？
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徳川日本の心学運動における中国的要素

──「儒学の日本化」と兼ねて

呉 震

翻訳：廣瀬直記

まずは、東洋大学創立 125 周年記念国際シンポジウムにおいて皆様にご報告できることを光栄に思いますととも

に、東洋大学国際哲学研究センターの先生方に御礼を申し上げさせていただきます。

さて、今回の私の発表は「グローバル化」という視点をもとに、中日両国の歴史上における心学思想の比較論

──特に近世日本の石門心学を中心として──を試みようとするものであります。論文自体はたいへん長いので、

ここではその要旨だけをご報告させていただきたく存じます。

前書き 東アジア地域における二つの心学

中国の学者たちは、中国の歴史上における心学思想については知っていますが、日本の歴史上にも心学という独

特な思想が存在したことはあまりよく知りません。一方、日本の学者たち、特に日本思想史の研究者であれば、中

国と日本の二つの心学思想について、多かれ少なかれ理解しているものです。中日の学界におけるこうした違いに

は、二つの歴史的背景があります。一つは、明代中国の陽明心学が江戸初期に日本に伝わり、明治以降に至るまで

日本の思想界に絶えず影響を与えてきたこと。もう一つは、江戸中期に商人層の支持を受けて興った日本の心学思

想には、中国の心学思想にはない独自の特徴があることです。じつのところ、日本の心学は、中国の心学（とくに

陽明心学）に直接由来するものではありません。けれども、果たしてそこに中国儒学の影響がなかったと言えるの

でしょうか。言い換えますと、私たちは日本土着の心学思想と中国儒学との関係をどのように捉えるべきなので

しょうか。

言うまでもなく、いわゆる日本心学とは、江戸の享保十四年（1729）に石田梅岩が開いた講学に端を発する心学

運動のことを指します。その主な担い手となったのは、梅岩とその後学たちです。十八世紀初頭の日本社会におい

て、梅岩心学と中国の陽明心学とがいかなる関係にあったのかは、知識社会学の観点から見れば、なお議論の余地

がある問題だと言えます。日本の学者たちの多くは、両者の歴史上の関連性を否定的に捉えております。その主な

理由は、梅岩が生前に陽明の著作を引用することがなかったからです。

本報告では、以下のような手順で考察を進めてゆきたいと思います。まず、この問題の基本的な背景として、中

国と日本における心学思想の歴史について概観します。次に、日本の近世儒学という枠組みから、梅岩心学につい

て検討し、その思想の独自性に少し触れてみることにします。そしてさらに、以上の検討をもとに、近年、日本の

学界において頻繁に提起される「儒学の日本化」という問題について、私見を述べてみたいと思います。

このような考察を通して、日本の心学運動における中国的要素には、儒学の知識のみならず、中国の民間に流布

していた因果応報を説くさまざまな説話までもが含まれていたことが明らかになるでしょう。このことは、少なく

とも中国から伝来した知識が近世日本の農村や民間の人々に、じつに複雑かつ多様なかたちで受け入れられていた

ことを示す一例となるものと考えられます。
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一 心学：中国から日本へ

周知のように、中国では早くも孔子・孟子の時代から、「心」の問題が儒家の関心の的になっておりました。孔

子に関しては、心のことをあまり語らなかったと言われていますが、じつは『論語』のなかにも「従心所欲不逾矩

（心の欲する所に従ひて矩を逾へず）」という言葉があります。孟子の時代になると、「心」の問題が一躍重要な問

題となったことは、もはや常識的なことでしょう。また宋代の新儒学になると、儒家の伝統を復興させ、自らもそ

れに連なろうとする、新たな意識が芽生えました。たとえば、南宋の朱熹は『中庸章句序』において『尚書』を典

拠とする「十六字の心訣」を示し、儒家の「道統」が千年以上も前から脈々と受け継がれてきたことを主張しまし

た。さらに王陽明は、「心学」こそが儒家の伝統であると考えたのです。

さて、ここで近世日本の状況に目を向けてみたいと思います。専門の研究によりますと、宋代以降の新儒学は、

以下のような経緯で日本に受容されたそうです。まず、朱子学が十三世紀半ばに日本に伝わります。ただし、それ

は五山の禅僧や貴族の間に広まっただけです。ところが、江戸初期になると、朱子学と陽明心学がほぼ同時に民間

の学者たちの間にまで流行しはじめます。当時の日本人にとって、中国の理学や心学は外来の新しい思想でした

が、意外なことに、それらの思想が日本の政治や社会、思想界に混乱をもたらすことはありませんでした。このこ

とは、江戸時代の儒者たちが中国宋代以降の新儒学を開放的な態度で受け入れたこと、および当時の知識人には比

較的自由な言論が許されていたことを示しているものと思われます。

日本思想史研究の大家・源了圓氏は、日本の心学に関するたいへん優れた研究を行ないました。氏は「心学の実

学」という重要な概念を打ち出し、それをもとに江戸前期の思想状況を分析されました。氏の考えは、おおよそ次

のようなものです。江戸時代前期には「心学の実学」を旨とする思潮が存在した。その「心学」的思想は紆余曲折

を経ながらも命脈を保ち続け、庶民の世界のなかにあたかも地下水のように息づくようになった。すなわち、その

典型例こそが江戸中期の「石門心学」なのである。

この分析はまさに卓見と言うべきでしょう。氏は、日本における心学の伝統が民間社会のなかに保たれていたこ

とを明らかにされたのです。そしてまた、梅岩の思想が当時にあって、「人間の真実追究の実学」と「道徳実践の

実学」を主張する典型的なものだった、ということも指摘されました。

じつは、源了圓氏の言う「実学」としての「心学」には、中国の儒学ばかりではなく、日本の「精神的風土」と

いう要素までもが反映されています。このことから、氏の「実学」思想史研究の背後には、ある大胆な構想があっ

たと言えます。すなわち氏は、「実学」としての「心学」が東アジア全体にまたがる普遍的な思想史の概念である

ことを主張したのです。そしてさらに、その「心学」が近世の東アジアにおいてすでに普遍性を持ち、かつ日本土

着の地域文化の特色をも備えていたのだ、ということを述べています。氏がそのように考えたのは、日本の心学は

「実学」であり、明末中国において心性を空談するものに成り下がった陽明学とは一線を画していたからです。

心学は、中国と日本において、なぜこのように異なる運命をたどることになったのでしょうか。中国では、清代

以降、心学は魏晋の清談と同じく無用の学と見なされ、ゴミのように捨て去られました。それに対し、日本の「精

神風土」によって育まれた心学は、一種の「実学」となり、その命脈は「庶民の世界」に息づき、地下水のように

こんこんと流れ続けて途絶えることがなかったのです。この対比は、まさに中国人である私たちが検討すべき大き

な問題ではないかと考えられます。

二 梅岩心学の形成とその内実

梅岩の思想形成の過程を見てみますと、彼は最初に日本の神道に興味を持ち、次いで儒家の経典へと関心を移し

てゆきました。また同時に、仏教にも大きな魅力を感じていたようであり、そのことは彼の講義録のなかから明ら

かに見て取れます。このような経緯から、梅岩の思想は、一般的に三教を習合したものだと見なされています。た

だし、この三教は「神儒仏」を指しており、中国のいわゆる「儒仏道」とは異なります。いずれにせよ、その思想

的要素は決して儒学だけではなかったのです。梅岩は「神儒仏共尊」を提唱し、日常生活においてもそれを徹底的
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に実践すべきことを主張しました。なかでも、私たちの興味を引くのは、第一に「天照皇太神（アマテラス）」に

拝礼し、第二に「文宣王（孔子）」に拝礼し、第三に「釈迦如来」に拝礼せよという教えです。また、さらに注目

に値するのは、この祭祀の順序は乱してはならず、「太神宮を首位とす」と規定されていることです。以上のこと

から、梅岩の宗教信仰の態度が非常に敬虔なものだったことがわかります。儒学といえども、彼にとってはその博

大な知識の一部に過ぎなかったのかもしれません。彼の究極的信仰は、やはり日本の神道を中心とするものでし

た。ともすれば、彼は多神論者であるようにも見えますが、実質的には「天照皇太神」の信仰こそが最重要かつ最

優先だったのです。

ところで、梅岩が後世の人々から「心学者」として尊ばれたことには、当然それなりの理由があります。梅岩の

心学理論は、じつに独自性に富んだものだったのです。しかも、それは日本的な色彩を帯びており、孟子の思想と

も朱子の思想とも異なっておりました。たとえば、彼には「形ニ由ルノ心」、「形ガ直ニ心」という有名な言葉があ

ります。私たちの解釈によれば、この二つの言葉は、「心は形を離れることができない。形がなければ心も存在し

ない。極端に言えば、形そのものがただちに心なのだ」というように、その意味を相互に関連づけて理解すべきも

のです。要するに、梅岩の考えによれば、心がどのようなものであるかを直接的に規定しているのは形であるわけ

ですから、心というものは具体的な物事に即して論じられねばならなかったのです。

以上のことからわかりますように、梅岩が心を論ずる際には、形而上の超越的な立場からではなく、あくまで具

体的な物事や状況に即して述べようとしたのです。つまり、彼は「形」から「心」を説く、という態度を重んじた

のです。また、彼には「万物皆無形外之心（万物 皆な形外の心無し）」という言葉もあります。梅岩心学のこうし

た考え方には、明らかに日本的な特色が備わっていると言えるでしょう。すなわち、私の考えによれば、具体的な

ものや現実的なもの、あるいは形而下の世界を重視する、という理論的な態度こそが日本儒学の一つの基本的な特

徴だったのです。

四 石門心学から「儒学の日本化」を考える

十九世紀はじめの飛騨地方における心学講義の様子を伝える資料に『講席日誌』があります。これを紐解いてみ

ますと、そこには中国の典籍に関する夥しい記述が見られます。もちろん、日本の典籍も数多く含まれています。

差し当たって見る限り、以下のような中国典籍が、当時の心学講学者たちの関心を惹きつけていたことがわかりま

す。まず、作者が書名を明記しているものから見てゆきますと、『太上感応篇』、『孔子家語』、『温公家訓』、『三計

図』、『現験報応篇』（日本典籍）、『報恩篇』、『冥報拾遺』、『輟耕録』、『昨非庵日纂』、『景行録』、『心地観地経』、

『迪吉録』、『玉堂閒話』、『独異志』などが挙げられます。特に興味深いのは、『太上感応篇』の引用回数が最も多い

ことです。また次に、その内容が引用されているだけの中国典籍について見ると、その数はさらに膨らんで参りま

す。『講席日誌』の作者は、少なくとも『二十四孝』や『童蒙君』、『明心宝鑑』、『陰隲録』、『了凡四訓』、『増広賢

文』、『太平広記』、『居家必用事類』などの内容にかなり精通していたようであります。

『講席日誌』全体を分析してわかることは、以下の三点に集約できます。第一に、十九世紀初頭に日本の飛騨と

いう一地方社会に受容された文化的な知識が、じつは非常に多様なものであり、彼らは日本固有の文化のみなら

ず、外来の中国文化に対しても強い好奇心を持っていた、ということ。第二に、彼らに受容された典籍の種類を見

ると、意外かつ興味深いことに、中国の正統な経書や史書ばかりでなく、野史や筆記、応報説話、善書、訓戒書の

類までもが多く含まれている、ということ。このことは、『講席日誌』の作者の関心が儒仏道にわたる幅広いもの

だったことを示しています。第三に、引用された内容のほとんどが世俗の倫理問題に関わるものであること。これ

は『講席日誌』の際立った特徴だと言えます。なかには、荒唐無稽な恐ろしい物語も引用されていますが、いずれ

にしても善事を為し、功徳を積み、果報を信じることが一番大切なのだ、ということを人々に教えているものばか

りです。

さて、ここで私たちは、さらに次のことを問うてみたいと思います。近世の日本人は儒学を受容する際、ただ素

直に受け入れるのみであり、そこに何の手も加えなかったのでしょうか。言い換えますと、儒学が日本に伝わった

のち、「儒学の日本化」という現象は起きなかったのでしょうか。
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じつは最近、日本の学界では、次のような考え方がたいへん流行しているそうです。一つは、「中国と日本」と

いう枠組みから見た場合、日本の伝統文化には中国の伝統文化にはない特殊性がある、というもの。もう一つは、

江戸以降の日本においては、中国から伝来した儒学が絶えず「日本化」「土着化」され、遅くとも十七世紀半ばに

は「儒学の日本化」が成し遂げられていた、というものであります。たとえば、さきほど検討した石門心学の場

合、それは中国の儒学と同じく「心学」と呼ばれ、しかも儒学の要素も確かに備えているのですが、しかしその根

本的な部分を見れば、やはりそれは完全に日本の庶民文化の典型であり、中国の陽明心学とはかなり異なった側面

を持っています。この点については否定のしようがありません。つまり、日本の心学と中国の心学ないし儒学と

は、形式的には似ているかもしれませんが、その本質や内実という点を見つめてゆくと、両者には著しい相違があ

り、構造上あるいは本質上の同一性などは存在しなかった、ということがわかるのです。このような違いは、両国

の歴史的文化的な差異から生じたものだと言えましょう。さきほど取り上げた『講席日誌』の主題が、伝統的な儒

家の仁義礼智や宋明儒家の理気論、心性論などではなく、むしろ近世日本の世俗社会に根ざした倫理的な問題（す

なわち、「倹約」や「正直」、「堪忍」などの道徳をいかに実践するか）だったのも、まさに以上のような根本的な

違いが背景にあったからなのです。

ここまで述べて参りましたように、日本文化には確かに中国とは違う特殊性があります。ただ、日中の文化的交

渉が歴史的に過度に密接だったことの反動から、近代以降の学術史において「日本特殊論」が強調される場合、そ

こにはまた別の意図が潜んでいたと言えるのではないでしょうか。すなわち、それは日本文化に固有の伝統を宣揚

することにより、中国中心論から脱却し、日本文化を中華文化圏一元論という認識構造から解放しよう、という目

論みです。たとえば、戦後日本の思想界を代表する泰斗である丸山真男（1914〜1996）の思想史観には、この「日

本特殊論」が色濃く現われています。彼の弟子だった黒住真氏が、そのことを反省して以下のように述べていたの

は印象的です。「東洋思想としての朱子学を反動的・否定的なものとし、その影響下にあったがそれを批判・克服

する日本的思想をより肯定的・近代的なものだとするこの丸山の認識の枠組みには、明らかに脱亜論的近代主義的

な日本特殊論としてのナショナリズムが横たわっている」と。この黒住氏の言葉を噛み砕いて言い直してみます

と、次のようになります。丸山真男の思想史観には国家主義的な部分があり、そのような国家主義的立場は「近代

主義的」なものだった。そして、この「近代主義的」なもの、日本が明治維新以降に突き進んだ「脱亜論的」な近

代主義モデルが、ひとたび思想文化の領域に持ち込まれると、それは往々にして「日本特殊論」という姿を取って

現われた、ということです。

最後に簡単な総括をしておきたいと思います。私たちは上記のような「日本特殊論」に対しては、もちろん学術

的な批判の眼差しを持たねばなりません。しかし一方、「儒学の日本化」という学術史上の問題については、東ア

ジアの儒学という文化交渉研究の立場から、今後もさらに具体的な研究を推進してゆくべきであります。それに

よって、東アジアの儒学がやがてグローバル化時代における「文明対話」を担う一翼ともなるでしょう。要する

に、日本文化のなかにいかなる中国的要素が潜んでいるのか、またそれらの要素がどのように「日本化」されて

いったのかを明らかにすることにより、儒学が東アジア文化の歴史のなかでいかなる役割を演じたのか、そしてこ

れからはどうあるべきかを、さらに立体的多元的に把握し理解する展望が開けるだろう、と私は考えております。

以上をもって私の報告を終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。
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グローバリゼーションの時代における人間の条件

エティエンヌ・タッサン

翻訳：渡名喜庸哲

本稿では、ハンナ・アレントが 50 年代の終わりに練り上げた有名な分析を現代に合わせて読解し、世
﹅

界
﹅

政
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（コ
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﹅

を刷新することによって、世界化（mondialisation）と
﹅

し
﹅

て
﹅

の
﹅

グローバリゼー

ション（globalisation）1のプロセスを検討するためのいくつかの手掛かりを示唆してみたい。私が主張したいのは

次のことである。つまり、今日グローバリゼーションと呼ばれているものが対応しているのは、世界化ではまった

くなく、アレントによれば世界の破壊に起因するような世界喪失（acosmisme）の全般化である、ということだ。

それは、実のところ、マックス・ヴェーバーが世界の脱魔術化ないし脱魔法化（Entzauberung）と診断したもの、

あるいはハイデガーが「脱世界化（Entweltlichung）」として考察したものを成就するものである。もし、見かけ

に反し、グローバリゼーションが、文化的な面でも政治的な面でも、人間が世界に帰属することの、つまり人間的

世界の建立に帰属することの主要な妨げであることが明らかになるとすれば、われわれは逆に、世界化を、グロー

バリゼーションに抗するかたちで樹立される新たなかたちの世界性のありかたとして考えるべきではなかろうか。

このような主張は、以上のように提示すると、挑発的に聞こえるかもしれない。だがそれは、共通の、共有され

た経験に呼応するものであり、現象学的な観点からも政治的な観点からもこの経験の妥当性を補強する厳密な哲学

的概念化を経たものである。このことは、たとえば、英語やドイツ語、さらにはスペイン語、イタリア語、ポルト

ガル語とは異なり、フランス語では「グローバリゼーション」ではなく「世界化（mondialisation）」が好まれると

いう点に示唆されている。この語彙上の差異には、哲学的な意味合いを添えることができる。というのもそこに

は、世界（monde）が問題になる際のまさしく政
﹅

治
﹅

的
﹅

な
﹅

意味──世界性（mondanéité）──（もちろん、そこに

含まれる文化的な意味に加えて）と、グローブ（globe：地球）が問題になる際のまずもって経
﹅

済
﹅

的
﹅

な
﹅

意味──グ

ローバル性──とを隔てる批判的な観点を認めることができるからだ。もしグローバリゼーションが指し示してい

るのが何よりもまず経済的なプロセスであり、他方で世界化のほうは文化および政治という二重の次元に関わって

いるのだとすれば、世界化とグローバリゼーション（世界と地球
グローブ

）の乖離から、政治と経済の関係についての問い

が引き起こされるだろう。世界についての政治的な考察に基づくならば、何らかの（政治的な）世界化のもとで

（経済的な）グローバリゼーションの批判を行なうにあたって、グローバリゼーションの時代における人間の条件

について新たに理解しうる世界政治
コスモポリティック

的な観点を据える必要があるのだ。

以下ではまず、足早に、グローブ（globe）と世界（monde）のそれぞれからもたらされる二つの観点がどのよ

うに異なるかを示す（�）。さらに、ハンナ・アレントの人間の条件についての分析に依拠しながら、政治が世界

とどのような関係を保つことができるのかを検討し（�）、さらにそこから、政治が引き受けるべき世界への関心

の三つの次元を引き出したい（�）。以上により、地球という地平で展開される経済的なグローバリゼーションに

おいて、〈世界への帰属〉に何が起きているのかを考えることができるようになるだろう（�）。

�．世界化 vs グローバリゼーション──グローブではなく世界

地球
グローブ

という領域には一体性が含まれているが、これは、共通の世界（monde commun）を規定するには十分で

はない。経済的なグローバリゼーションが、そこに生きる人々、諸々の文化や社会など惑星の全体をすでに部分的

には一
﹅

つ
﹅

の
﹅

世界へと統合したということについては異論を唱えがたいとしても、それでもやはり、この統合された
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グローバルな領域の一
﹅

つ
﹅

の
﹅

世界が、本当に世
﹅

界
﹅

であるのかどうかはまったく既定のことではない。地球ということ

で規定される一体性は、実のところ、世界を、わけても共通世界を構成する複数性とは対立する。というのも、世

界がまずもって複数的でなければ、言いかえると、数えきれない抗争によって働きかけられ分割されているのでな

ければ、どうして世界が共通のものであると言えようか。資本の配当からはじまり生産と分配を通じて消費にいた

るまで、惑星規模での諸々の領域や人々の全体性が市場の単一な法則へと従属させられるとき世界がどうなるかを

問うこと、それは、諸々の存在の、つまり諸々の人々、共同体、文化、さらには国家を構成する複
﹅

数
﹅

性
﹅

が、グロー

バルな単一の経済プロセスのただなかで排除されるとき世界がどうなるかを懸念することにほかならない。この経

済プロセスによって、世界内の文化や政治の多種多様性に対する惑星的な均質化が強化されるのである。おそら

く、アレントが世界市民権を「そ
﹅

れ
﹅

ほ
﹅

ど
﹅

一
﹅

体
﹅

化
﹅

さ
﹅

れ
﹅

て
﹅

い
﹅

な
﹅

い
﹅

世
﹅

界
﹅

に対する共通の欲望」（Arendt, 1974, 96）に結び

つけたときに示唆していたのもこのことだろう。分割された世界へと向けられたこうした共通の欲望に対しどのよ

うに注意を向けるべきか。複数性という条件に忠実なこの欲望は、まさしく政
﹅

治
﹅

的
﹅

と言うべきものなのであって、

グローバリゼーションに結びついた経済的な一体化によって世界が解体されるなかで、どのようにして分割こそが

世界を作り出すのかということを考えさせてくれるのである。

世界化をグローバリゼーションへと吸収させることの公認の論拠は、カントの『永遠平和のために』の第三確定

条項冒頭の宣言のうちに見いだされるように思われる。だが、世界市民の権利を支持するカントの議論は誤解され

やすい。そこでは、地球
グローブ

の領域性が、〈大地〉が人類全体に属していることの要因として、そしてまた各々の人間

存在が世界のどの部分をも訪問することのできる権利の根拠として考えられているためだ（Kant, 1986, 350）。そ

こから、世界が人類全体に共通のものであるという可能性は、地球
グローブ

が一体であることから派生する、と結論される

ことになる。してみると、〈大地〉は、その地球的
グローバル

な性格のゆえに共通の世界である、ということになろう。つま

り、〈大地〉の領域性は、そこに住む人々が自由に、限りなく移動することができるということを含み、したがっ

て、その土地に移住してくる人々を権利上受け入れることを含む、というわけだ。となると、世界性

（mondanité）──歓待と原理とする、世界を構成する人間性──は、地球的
グローバル

という性格に基づくものとなるだろ

う。こうした議論は、その意図に照らすならば妥当である。つまり、どのような人間存在も地球上どこでも移動す

ることができ、また人間の尊厳の尊重ということでもって、各国において受け入れられることができるという世界

市民的権利の基盤となるからだ。もちろん、このような権利は、現在のグローバリゼーションの文脈では過小評価

すべきではあるまい。第一次大戦直後の無国籍者がそうであったように（Arendt, 2000, ch. IX）、現在でも移住を

余儀なくされた人々が仮借なく犯罪者化され、滞在許可証をもたない移民には人間性が却下され、あらゆる尊厳が

否定されているからだ。地球から排除されるのでないとはいえ、──全体主義における強制収容所を実験場とする

大量虐殺とは別のしかたで──世界から排除されることによって、こうした人々は自由民主主義国家が権威主義国

家ないし「ならず者国家」と結ぶ取り決めのおかげで、事物か動物のように取り扱われ、人間の人間性をなすはず

の権利を奪われることになるのだ。

しかし、このような文脈から離れると、地球
グローブ

の領域性を典拠とすることについては次のような問題を考えなけれ

ばならない。すなわち、今日慣習的にグローバリゼーションと呼ばれているものは、世界化ないし人間化と結びつ

いた運動を自動的にもたらしてくれるのか、という問題である。あたかも、グローバリゼーションのプロセスが、

あますところなく世界化のプロセスと等価なものであるかのようにである。だが、カント的な観点からですらまっ

たくそうはならない。これら二つの概念は区別されなければならないのだ。カントの議論において、歓待が隠喩的

に地球（globus）の領域に書き込まれうるとしても、その存在根拠は、実のところ、惑星の領域的な一体性には何

も負うところのない、世界（mundus）という観念に見いだされるのである。そしてこの存在根拠とは、政治的な

ものである。あるいは、より厳密に言うならば、世界政治
コスモポリティック

的なものである。ただし、この世界政治
コスモポリティック

とは、厳密に

言うともはやカント的な意味ではなく、新たな意味で理解されなければならない。つまり、グローバル化ではない

という限りにおいてしか世界的ではないような、そういう世界の思想、世界の政治と関連づけて考えなければなら

ないのである。
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�．政治と世界：新たな人間の条件

政治が世界および人間の条件とどのような関係を有しているのかをはっきりさせるためには、われわれはアレン

トが 1958年以降展開している「活動的生（vita activa）」についての分析にすぐれた導きの糸を見いだすことがで

きる。彼女が提起する人間の活動性の分類では、人間がつき従う三つの条件──生、世界への帰属、複数性──

が、それを満たす三つの活動性──労働、仕事／作品 2、活動──にそれぞれ結び付けられる（Arendt, 1981；

Tassin, 1999, 285）。これについて、労働は生へ、仕事は世界への帰属へ、活動は複数性へというかたちで、それ

ぞれの活動性を各々に固有の条件へと関連づけることは容易にできるし、それとともに、こうした活動の展開に応

える社会領域がどのようなものか、同時に、それがどのように歴史的に進展してきたのかをも示すことができる。

労働という活動性が関わる経済的な家政という領域はもともと私的なものであって、生の再生産を目ざすもので

あったが、徐々に社会全体に進出し、近代においては、共生の領域を唯一組織化することができる次元となるにい

たった。仕事／作品──使用品や芸術作品──の製作的な活動性に結びついた社会的・文化的な領域は、もともと

は人間的な世界を樹立するはずのものであったが、徐々に市場の論理に従属していくようになる。そしてこの論理

が、今日では、経済的・社会的な生の総体を差配するようになっているのだ。公的・政治的な領域は、市民たちが

解放をもとめて闘ったり、共同的な規範目標を定める際の利害や価値観を対立させたりするような、市民間の討議

的な活動が織りなされる領域であったが、これもまた経済的な至上命題によって吸収され、資源と人口の管理へと

還元されるまでになるのである。

このような活動的生の分析に基づくことで、われわれは、グローバル化したと言われるこの世界を特徴づけてい

る諸々の緊張関係を描くことができると同時に、逆に、本来「世界の政治」とはいかなるものかについての概要も

引き出すことができる。それは労働に属し生の再生産に関わる事由と、仕事／作品に関わり世界の樹立に結びつく

事由、そして人間的な共同体を分割する抗争をはらむ市民的な活動に関わる事由とを等しく引き受けることのでき

るような政治である。それによってわれわれは、経済的なグローバリゼーションしかないことの有害な帰結に対し

て立てられる世界化の政治的な意味と意義とを捉えることができるだろう。

そのためには、上述の三つの活動性がそれぞれ関わる経済的な次元、社会・文化的な次元、政治的な次元のそれ

ぞれでどのような世界性がかり立てられるかに注意を払う必要がある。この場合すぐに気づくことができるのは、

アレントが示すように、世界への帰属が、人間の製作物からなる世界を樹立する仕事／作品の条件であるにせよ、

われわれの世
﹅

界
﹅

へ
﹅

の
﹅

関
﹅

係
﹅

それ自体は、製作的・技術的、文化的・社会的な領域だけに汲みつくされるものではな

い、ということである。われわれが世界のうちにあるということ〔世界内存在〕は、経済的、社会・文化的、そし

て政治的という三つの次元において等しく繰り広げられる。そして、世界それ自体もまた、われわれが世界を樹立

する際に問題となる人間に固有な物質的ないし象徴的製作物からなる世界とは異なる相貌を呈する。もちろん、人

間の世界は、まずもって文化的な世界である。すなわち、民族的であれ国家的であれ、あらゆる人々や国民に関わ

る複数形での文化からなる世界である。だが、それだけにはとどまらない。人間の世界は、自然の世界でもある

し、生の世界でもあるし、さらには、地政学的世界、相互のいさかいや、戦闘的な対立、共同体内ないし共同体間

の抗争の世界でもあるのだ。

したがって、考慮に入れなければならないのは、次のような二つの異なる方向に向かう主張である。この両者の

関連が世界政治全体の争点をまさに規定するからである（Tassin, 2011 b）。一つは、アレントの活動的生の分析に

基づき、世界への帰属を仕事／作品の特殊的な条件とするものである。仕事／作品が世界への帰属によって条件づ

けられているということ、このことが意味するのは、労働も（したがって経済も）、活動も（したがって政治も）、

世界を自らに特有の条
﹅

件
﹅

としては要請していないということである。たとえ、もちろんのこと、どのような生も経

済的な「生活世界」（生の経済）を前提にしているし、活動的・討議的な複数性はどれも政治的に組織化された

「複数の共同体からなる世界」（複数的なものの政治）を離れては展開しないとしてもである。いずれにせよ、経済

的な活動性を条件づけているのは生きた存在であるということであり、政治的な活動性の条件は複数性である。こ
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れらに対して、製作的な活動性のみが、人間的な世界の文化というかたちで世界への帰属を条件とするのである。

逆に、もう一つの主張からすると、製作を条件づけるこのような世界への帰属が、どのようにして存在の別の領域

へと分岐するか、また、そのことにより、こうした領域において世界がどのようにして問題となるかを考慮に入れ

なければならない。生の再生産に対する経済的な関与が人間のあらゆる活動にまで力を及ぼすようになれば、ま

た、市民、人民、国家が互いに抗争関係に陥るようになれば、世界への帰属はどのようになるだろうか。言いかえ

れば、経済的な競争や政治的な抗争は、いかにして世界についての問いに出会うのだろうか。

この問いに答えるためには、以上のそれぞれの条件のあいだの緊張関係を考慮に入れなければならない。という

のも、それぞれに対応する活動性それ自体が、──毎日その証言はもたらされているのだが──互いに矛盾しあう

ようになってきているからだ。生が世界に対して立ちはだかってくるとき、あるいはまた複数性が世界を破壊せん

として立ちはだかってくるとき、何が起こるのか。そこには、構造的に、生ならびに複数性の「世界喪失

（acosmisme）」があるのだ。生の飽くなきプロセスは、ただそれだけに任せてしまうと、世界を破壊するようにな

る。同様に、複数性の無秩序も、自分自身にだけ委ねられ政治的に組織化されなくなれば、当然のごとく世界を破

壊するようになる。あるいは逆に、それが全体主義的支配に資するような画一的で中央集権的な政治の鋼鉄の輪に

従属するようになれば、複数性が削除され、世界の破壊が進行することになるだろう。したがって問わねばならな

いのは、一方の複数的な政治的活動と他方の生に関わる経済的活動によって、世界がどうなってしまうのか、政治

的活動と経済的活動は、それ自体にのみ委ねられると、世界に何をもたらすのかということである。要するに、利

益を求める競争や、これによってもたらさせる生の飽くなきプロセスがもはや社会的な動因を有さなくなり、政治

的に組織化されなくなってしまったら、世界には何が起こるのか。あるいは、政治的な行為者、個別的、共同体

的、国家的行為者がもはや世界を目
﹅

ざ
﹅

し
﹅

て
﹅

行為することをやめ、意味を有した世界へと帰属するための要件に自ら

の行為を合わせることをもはやしなくなり、あらゆる生やあらゆる人間的な行為が有する内世界的かつ世界的な意

義を認識することなく競い合いに繰り出すとき、世界には何が起こるのか。

この主張の射程はけっして無視すべきものではない。そして、これこそアレント自身が、次のように述べるとき

に強調していたことなのだ。「政治の中核で見いだされるのは、人間への関心ではなく、つねに世界への関心であ

る。そして実のところ、なんらかの仕方で組織された世界の関心がなければ、自らのことに関心を抱いたり政治を

行なう人々は、生など生きるに値しないとみなすのである」（Arendt, 1995, 44）。アレントが政治の核心にあるも

のとして提示しようとするこの関心はいかなるものか。上述の三つの活動性に基づく三つの存在の次元それぞれに

ついて、いかにこの関心を引き受けることができるのか。

�．内世界的な三重の要請

このような関心が、世界がわれわれに現れるときの三つの側面それぞれに応じて変化するということは認めねば

なるまい。この世界への三重の関心は、内世界的な三重の要請と呼びうるものをもたらすことになる。

第一の経
﹅

済
﹅

的
﹅

な
﹅

次
﹅

元
﹅

は、生を条件とし、したがって、マルクスの表現では、「つねに死ぬさだめにある生を再生

産する」労働に関わる。この次元においては、世界は生
﹅

の
﹅

世
﹅

界
﹅

〔生
﹅

活
﹅

世
﹅

界
﹅

〕として現れる。この世界は、惑星的な

生存環境、生息域ないし生物の生態系として捉えられる。この観点からすると、世界への関心は、環
﹅

境
﹅

へ
﹅

の
﹅

関
﹅

心
﹅

と

して現れる。これに対応するのは、エ
﹅

コ
﹅

ロ
﹅

ジ
﹅

ー
﹅

的
﹅

で
﹅

あ
﹅

れ
﹅

と
﹅

い
﹅

う
﹅

要
﹅

請
﹅

である。

第二の文
﹅

化
﹅

的
﹅

・社
﹅

会
﹅

的
﹅

な
﹅

次
﹅

元
﹅

は、世界への帰属を条件とし、したがって、人工物としての世界を樹立する仕事／

作品に関わる。この次元においては、世界は文化の世界として、しかもつねに複
﹅

数
﹅

の
﹅

文
﹅

化
﹅

の
﹅

世
﹅

界
﹅

として現れる。こ

の世界は、人間の精神がさまざまな象徴的表現でもって生み出したものの世界であり、過去から現在までの文化の

博物館と言えるほどの世界である。この次元では、それは人類に共通の文化財として捉えることができる。この観

点からの世界への関心は、文化財への関心である。この関心に対応するのは、居
﹅

住
﹅

空
﹅

間
﹅

的
﹅

（œcuménique）で
﹅

あ
﹅

れ
﹅

と
﹅

い
﹅

う
﹅

要
﹅

請
﹅

である。

第三の政
﹅

治
﹅

的
﹅

な
﹅

次
﹅

元
﹅

は、複数性──諸々の存在、共同体、国家の──を条件とし、したがって、人間、人民、国

家のあいだの「自由平等」（Balibar, 2010）を促進するべきものとしての活動に関わる。この次元では世界は複
﹅

数
﹅
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性
﹅

の
﹅

世
﹅

界
﹅

として現れるが、これは自由の世界、平等の世界と切っても切れない関係にある。この世界は、それ自体

は触れることができない人間的な紐帯からなり、国家的であれ超国家的であれ、諸々の現れからなる公的・政治的

空間を条件として展開する関係の網の目である。このような次元では、世界は複数の行為者の共通の舞台ないし地

平として捉えることができる。こうした行為者の政治的な存在様態は定義上国家を超えたものである。まさしく

「各国の国家的なものが世界史のなかに入ってくるときには、それはつねに国家的なものにとどまり、そこに執拗

に固執する」からである（Arendt, 1974, 103）。この観点からの世界への関心は、複
﹅

数
﹅

的
﹅

な
﹅

関
﹅

心
﹅

である。この関心

に対応するのが、世
﹅

界
﹅

政
﹅

治
﹅

的
﹅

（cosmopolitique）で
﹅

あ
﹅

れ
﹅

と
﹅

い
﹅

う
﹅

要
﹅

請
﹅

である。

したがって、これらの三重の世界観──すなわち、生物の生態系（労働する動物（animal laborans）の再生産

のための自然的・人為的体系からなる生命環境）としての世界、人々の文化財（製作人（homo faber）の文化とし

て、世界への帰属のさまざまな形態を物質的にも非物質的にも象徴化したもの）としての世界、そして、国家を横

断する、公的・政治的舞台ないし討議的な行為の内世界的な場（政治的動物（zôon politikon）の新たな形態たる、

政治的な行為者たちからなる超国家的な網の目）としての世界──、これら三つの表象に対し、環境的、文化財的

（あるいはオーギュスタン・ベルクの言葉を用いるならばエクメーネ的 3）、複数的、という三つの関心が対応す

る。そして、これらと相関して、エコロジー的、居住空間的、世界政治
コスモポリティック

的という三つの要請がある。これらの三

つの関心と三つの要請はそれぞれ結びついており、総体として、世界に関する政治の要件および争点を描き出す。

世界に対する環境的な配慮は、同じ世界に対する文化財的な配慮とは切り離せないし、この両者はこの世界そのも

のに対する複数的な配慮から切り離せないのである。このようにしてこそ、「政治の中核で見いだされるのは、人

間への関心ではなく、つねに世界への関心である」ということについての困難な、しかし強度のある理解がもたら

される。というのも、政治ということでもってまず問題になるのは、人間や生ではなく、何よりもまず世界だから

である。この世界とは、すなわち、生きられた世界、他者と抗争的に共有されているがゆえに共通の世界、した

がって複数の世界に分割された世界のことである。こうした世界なしには、生はけっして存在の品位にまで高めら

れることはないし、他者との、あるいは他者に対抗する討議的な行為は、自らの住処も自らの意味の地平も見出す

ことはなくなってしまうだろう。

こうして立てられるのは、政治がいかに世界に出会うか、あるいは、いかに世界への関心へと秩序立てられるの

かという問いであり、さらには、どのようにして政治は、三重の要請によって、同時にエコロジー的、居住空間

的、世界政治
コスモポリティック

的であれと促されるのかという問いである。ところで、この点についてここで認めざるをえないの

は、世界への関心のこうした三つの次元が浮かび上がらせる争点に見合った世界政治は今日にいたるまでまったく

存在していないし、国家ないし国際機関がはらってきた努力がどれほどのものであれ、上の三重の要請に忠実な世

界政治もまったく存在していないということである。もちろん、自然資源や生態系の多様性の保護について、数々

の「サミット」があった。ローマ・クラブの報告 4以来、リオデジャネイロ・サミット 5があり、最近ではリオ＋

20 6が行なわれたし、また環境保護に関心を抱く多くの国際機関がエコロジー的な要請にもとづいた請願を行なっ

てきた。この要請はもちろん、地球規模の食糧供給の問題とも交差するものである（国連食糧農業機関（FAO）、

国連開発計画（UNDP）等々）。あるいは、ユネスコや世界遺産に関心を抱く多くの NGOがはらってきた努力は、

文化間対話という汎世界的な要請によってもたらされてきたものであろう。あるいはさらに、世界的な共同体とい

うことへの関心や世界政治
コスモポリティック

的な要請は、国連の諸々のイニシアティブ、さまざまな国際機関、一連の G8や G20

に結びつけられるだろう。──だが、いずれにせよ認めざるをえないことは、今日にいたるまで、世界への関心に

よって動機づけられた三つの要請の各々について、それを世界規模で満たすことのできる審級ないし力は存在して

いないということである。三つすべてを満たすものがもちろんないことは言うまでもない。だが、同時に認めなけ

ればならないのは、問題に対処することのできた「国家的」な政治もまたこれまでなかったということである。環

境保護は、世界における生活様態の文化的多様性の保護と対にならければ意味をなさず、この文化的多様性のほう

もまた、世界政治
コスモポリティック

──これは、世界的な抗争の画一的で期待外れの事後的な管理には還元されない──を必要と

するということ、このことは、どのような「国家的」な政治も認めてこなかったのである。
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とはいえ、世界への関心が政治の中核にあるとすれば、この関心の三つの次元、すなわち、環境的、文化財的、

複数的という三つの次元を関連づけることは、世界政治
コスモポリティック

的な活動にとっての、まさしく政治的な任務となるだろ

う。これは、政治に固有の抗争性という次元において、エコロジー的および居住空間的な要請を担うものなのであ

る。だが、今日、グローバリゼーションと呼ばれるものの効果のもとで人類が向かっているのは、この方向だろう

か。

�．非世界的、非人間的グローバリゼーション

この問いに対する答えは否定的なものとなるだろう。この経済的なグローバリゼーションの動きについては、ア

レントの言葉で言えば全般化した生のプロセス（process of life）の全般化によって導かれたものというかたちで、

その概略を描くことができるだろう。そこでアレントは、このプロセスを、家内化、消費、画一化という、世界を

単一な地球
グローブ

という次元へと還元する分かちがたく結びついた三つの体制に関連づけていたのだった。

家内化 vs 公共化

第一に、経済的なグローバリゼーションは、家 内
ドメスティック

領域の無際限な拡張に対応すると同時に、アレントがかつ

て理財（chrématistique）と呼んだものにも対応している。これはすなわち、オイコノミア、家中の統治のことで

あり、そこではその力がおよぶ領域の全体が単一で同一の家内管理へと帰着させられることになる。だが、生産性

が増大してくると、この統治は惑星全体へとその効果を波及させていくことになる。経済
エコノミー

が、まずは国家経済と

なり、次いで多国家経済となり、ついに超国家的、つまり地球的
グローバル

な経済となりえたのは、家事の組織化および消費

の様態を地球の全表面へと増殖させ拡張させることができたからにほかならない。こうして世界は、調整とマネジ

メントによる資源と利潤の経営管理へと従属することになるのである。

この角度からみると、グローバリゼーションはまずもって家
﹅

内
﹅

化
﹅

（domestication）である。これは、単に飼い

慣らしや搾取という意味だけでなく──あるいは世界的な「かり立て」や「計算化」（ハイデガー）だけでもなく

──、私 営
プライベート

化（privatisation）という意味においてもそうである。だからグローバリゼーションは、世界の全般

的な家内化と私営化のために、公的サービスや公的領域を削除していくわけである。このような公的領域では、利

潤や享受に向けられた生産／消費という様態とは別の存在様態、行為様態が展開される。とりわけ、文化的と言わ

れる世界内存在の様態や、われわれが政治的と呼ぶような行動がそうであるが、それらはいずれも、また各々の仕

方で、共通の世界を樹立しようとし、財の消費や交換の管理以上に、人間的な紐帯を設立させようとするものであ

る。だが、ほとんど周囲から孤立した消費の家屋のために、こうした公的な空間が削除されていき、このことに

よって、共通の世界の消失がもたらされることになる。というのも、世界は、需要システム（生産、交換、消費）

に共通した管理のために、新自由主義的な資本主義論理に共通した従属化のために、あるいはまた万人に同一な消

費行動のために、もはや世
﹅

界
﹅

でも共
﹅

通
﹅

でもなくなるからである。私営化されていない、家内化されていない、非-

経
﹅

済
﹅

的な公的空間のみが、われわれのあ
﹅

い
﹅

だ
﹅

に
﹅

、一つの世界が樹立されることを可能にする。その世界とは、われ

われを一つにする世界ではなく、どのような利益（intérêt）によっても（利潤によっても）規制されず、唯一

〈あいだにあること（inter est）〉によってのみ規制されるような関
﹅

係
﹅

によって、互いに距離をとることができるよ

うな世界である（世界への関心とは、〈人間たちのあいだにあること（inter homines est）〉なのである）。

消費 vs 居住

第二に、利潤の法則に従うことによって世界は生物の貪欲さへと従属するようになり、世界を構成するあらゆる

ものが消費や交換のための財へと変容することになる。とすると、オイコノミアは単に世界の家内化ないし私営化

にのみ基づくのではない。それによって、世界は、生の再生産を目ざし、消費と享受という定義上私的なものの対

象になるのである。こうして経済は、生存のあらゆる側面に対する、とりわけ世界に対する「生のプロセス」の勝

利を確証するようになる。経済に固有のこの生のプロセスの全般化によって、世界全体がはかない消費可能な財へ

と変容し、後には何も残らなくなるのだ……ただし、廃棄物は別である。これは定義上、非-世界的なものだから
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だ。消費にしか結びつかない生産活動は、実のところ、世
﹅

界
﹅

を構成することがない。せいぜいのところ、経済は、

ビオトープ、すなわち生活圏のうちで繰り広げられることになるが、それ自身、「生の飽くことのない性格」のた

めに、自らの構成要素のうちで危険にさらされている。生がその法則を拡張させるところでは、世界はこの生その

ものの名によって消え去るおそれがあるのだ。

ここから、経済法則と世界への政治的関心との二者択一が生じてくる。だが、この二者択一は、あたかもオイコ

ス〔家〕の道理がオイコスの法に対置されるかのように、経済学
エコノミー

とエコロジー 7とのあいだにあるのではない。と

いうのも、エコロジーは、指数的な経済成長の文字どおり無世界的な効果を修正しようとしつつも、生の飽くこと

をしらないプロセスに従うだけであって、このプロセスを遅らせこそすれ、やはりそれを保存するものだからであ

る。エコロジー的な要請はこうして環境的な関心のうちに汲みつくされ、自然保護は成長に資するものとみなされ

ることになるだろう。

逆に、認めなければならないのは、オイコスとポリス、家内的で理財的な家屋と政治的行為の公的空間という判

然たる二つの秩序のあいだには乗り越えられない矛盾があるということである。そしてここで合わせて認めるべき

は、世界はエ
﹅

コ
﹅

ロ
﹅

ジ
﹅

ー
﹅

と
﹅

い
﹅

う
﹅

道
﹅

理
﹅

だけに基づいては存続することはできない、ということである。というのも、エ

コロジーは、環境（つまり生存圏）を保存することにしか、あるいは惑星規模の生態系をできるかぎり保護しつつ

持続的な展開を支えることにしか関心を抱かないからである。世界の存続が要請するのはこれとは別のものであ

る。それは一方で、自然的世界や生活世界のみならず、人間的な、文化の世界をも保護しようとする、居住空間的

な要請に呼応した文化財的な政治である ㈠。他方では、さまざまな共同体が抗争的なかたちでもたらす価値の複数

性を尊重することに関心を払う、世界政治的な要請に呼応する複数的な政治である。

世界の命運はただエコロジーのみに依存するのではない。それが「政治的エコロジー」であってもだ。それを受

け持つのは、厳密な意味での世界政治である。すなわち、環境や自然──言いかえると、生物の生態系という意味

でのみ理解された世界──の単なるエコロジー的・経済的保護ではなく、世界の三つの次元をすべて引き受けよう

とする世界の政治である。ここでは、環境および文化財の保護は、抗争性および討議的行為の諸々の形態につき従

うものとなる。そして、国家ばかりでなく、世界の諸々の人民たちもまた、これを展開することができるのであ

る。

均質化 vs 複数化

というのも──これがいわゆるグローバリゼーションの第三の側面だが──、世界とは、単にこの惑星に住むさ

まざまな人々に共通した環
﹅

境
﹅

を構成する諸々の要素からなる比較的均質な総体なのではなく、何よりもまず、複数

の共同体が抗争的に構成されており、それを通じて、人間存在が有する多様な象徴的な形式が関連づけられ保存さ

れる場だからである。それは、仕事／作品に加えて、活動に基づく構成である。この複数性なしには、世
﹅

界
﹅

も、共
﹅

通
﹅

世界もない、そういう複数性である。 世界が共通であるということには次のような逆説がある。すなわち、人

間的、つまり共通の世界があるためには、それ自体として多様で、内的かつ外的な抗争のうちに置かれた諸々の世

界の共同体の還元不可能な複数形を媒介にしなければならない、というのがそれである。ところで、世界があると

すれば、それは、複数形での文化のためにほかならず、共通世界があるとすれば、それは複数形での文化や国家の

ためにほかならない。複数の世界の分割、複数の共同体の異質性、これが世界を共通世界として構成するものであ

る。分割なしには、共通性はないのだ。ところで、経済的なグローバリゼーションは、世界をあらゆる機能性や収

益性から自由になった居住の場とみなすのを忌避し、消費用の財へと転換しうる資源の膨大な生息域とするばかり

ではない。それは、あらゆる生産物をオイコノミアというたった一つの家屋へと連れ戻し、文化的複数性を──こ

れなしには世界はありえないのに──破壊するのだ。経済的なグローバリゼーションがつき従っているのは、つま

り、人々、共同体、国家の政治的な存在様態を支える複数性という条件とまっこうから矛盾する、画一化ないし均

質化の法則である。

逆に言うと、政
﹅

治
﹅

的
﹅

な
﹅

世界がはじまるのは、他の諸々の世界の単なる承
﹅

認
﹅

においてではない。そうではなく、そ

れらの世界のあいだの関係性において、つまり諸々の世界の──吸収でも統合でも、画一化でも基準化でもない

──構
﹅

成
﹅

（composition〔原義は共に置くこと〕）においてなのである。政治とは複数の世界の構成である。あるい
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はまた、しばしば抗争的な、分有および分割による世界の構成である。諸々の共同体はそれ自身の内部で緊張関係

に突き動かされているが、それらのあいだでこそこの構成は結び合わされる。これこそが、世界政治
コスモポリティック

の、複数の

世界の政治の意味である。それは、世界の全体を、資源、生産、交換、消費の共通な管理や経営に従属させるもの

ではなく、また、合法的な暴力を専有するような共通の力の統治へと従属させるものでもない。さらにそれは、

諸々の需要の自然な調整や諸々の享受の自然の調和という神話を援用することもしない。それは、各々の国家、

各々の共同体、各々のグループのただなかにあって、公的空間を繰り広げる他者たちとの関係を打ち立てるもので

ある。この空間において、現れることおよび行為することの原理と事実的な可能性とがつねに尊重されるよう、誰

もが現れ、行為することができるのである。

結びに代えて

こうして、グローバリゼーションの時代における人間の条件に値する政治の世界的な意味および意義が描かれ

る。それは、同時に生の環境であり、文化の世界であり、討議的な行為の網の目であるような世界の可能性を自ら

の活動の地平とする世界政治
コスモポリティック

である。それが世界政治であるというのは、そこにおける行為の各々、その制度的

な体制の各々、エコロジー的、居住空間的、世界政治的な要請が妥当する次元の各々においてめざされているのが

複数的な世界の創建でありその存続だ、という意味においてである。そのために必要とされるのは、世界を構成す

る行為者および傍観者──個人であれ人々であれ──の自由かつ平等であり、そしてまた、行為する者たちに共通

のこの複数の世界が現れる公的空間の創設である。各々の都市
ポリス

、各々の共同体、各々の国家は、共通の討議および

行為へと差し向けられた公的・政治的空間を創設することができるし、そうしなければならない。この意味におい

ては、世界政治は、──たとえ民主主義的なものであれ──国際秩序や世界国家の創設を求めるものではない。そ

れがめざすのは、いっそう根本的かついっそう困難なことであるが、各々の個別の国家──これが分割や利益抗争

を通じてこの世界を構成するのだが──のなかで共通世界を促進するための公的政治を実効的に創建することであ

る。そしてこのことは、何よりもまず、市場のグローバル化のプロセスによって、この世界を環境、文化財、複数

性という三つの次元すべてにおいて破壊しようとする金融的、経済的権力に抗するかたちでなさねばならないので

ある。

原注

㈠ 世界貿易機構（WTO）の交渉の際に「文化的例外」と呼ばれるのがこれである。

訳注

1 「グローバリゼーション」は、フランス語では、英語風の globalisation ではなく、mondialisation の語が用いられることが多

い。語義的には、「グローバリゼーション」が「グローブ（globe）」すなわち「地球」をもとに「地球化」を意味する語で

あるのに対し、mondialisation は、フランス語の「世界（monde）」をもとに「世界化」を意味する。タッサンは、本論全体

を通じて前者を「経済」に、後者を「政治」（あるいは自身の言う「世界政治」）に結びつけて考えている。

2 仕事／作品としたのは、フランス語の oeuvre である。この語は、基本的には日本語の「作品」のように仕事の成果を表す

単語であるが、ここではとくにアレントにおける workの訳語として用いられている（日本語での定訳は「仕事」）。先の労

働（labor ／ travail）が「自然」を対象とし、「家」や「経済」に関連する活動性であるのに対し、この仕事／作品は、狭義

では物の「製作」を行なう活動性であるが、タッサンの枠組みではとりわけ文化的・社会的領域に関わる。アレントにおい

ても「世界」の物質的な条件はこの「仕事」によってもたらされる。

3 エクメーネとは地理学の用語で、とりわけフランスの地理学者オーギュスタン・ベルクが提唱する概念。日本語では「風

土」と訳されることが多いが、そもそもは、人が加工し居住可能になった場ということを意味する。「経済」や「生態学」

と同じ「オイコス」を語根とする。ベルクについては、『風土学序説──文化をふたたび自然に、自然をふたたび文化に』

（筑摩書房、2002年）を参照。

4 民間シンクタンク、ローマ・クラブの 1972年の報告『成長の限界』。

5 1992年にブラジルのリオデジャネイロで開かれた環境と開発に関する国際連合会議。通称「地球サミット」。

6 2012年 月にブラジルのリオデジャネイロで開かれた国連持続可能な開発会議。通称「リオ＋ 20」。

7 経済（エコノミー）は「オイコス（家）」と「ノモス（法）」を語源とし、エコロジーは「オイコス」と「ロゴス（論理、道
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理）」を語源とする。
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アメリカに浸透する仏教 ─ その現状と意義

ケネス・田中

翻訳：堀内俊郎

現状

現代アメリカ宗教の専門家であるハーバード大学のダイアナ・エック教授によれば、「仏教は今やアメリカの宗

教である」。仏教が「アメリカの」宗教であると見られていることは、今日の合衆国における仏教の状況を反映し

ている。

近年では、仏教徒の人数は、アメリカの人口の�〜1.3 パーセントを占めて 350 万人と、合衆国で�番目に大き

な宗教となり、1960 年以来、17 倍も増加している。もちろん、はるかに多いのはキリスト教徒であり、人口の 75

パーセントがクリスチャンである。次いで多いのがユダヤ教徒であり、�パーセントがユダヤ教徒である。ヒン

ドゥー教といったような他の信仰は、それぞれ人口の�パーセント以下である。

350 万人の仏教徒以外にも、仏教徒であるとは自称しないものの、仏教、特にその瞑想に大いに興味を持ってい

る人々もいる。こういった人々は、同調者（sympathizers）、あるいは幾分のユーモアをもって「ナイトスタン

ド・ブディスト（nightstand Buddhists、夜の電気スタンド仏教徒）」と呼ばれている。彼らはいかなる寺院やセ

ンターのメンバーでもないかもしれないが、自宅の人目につかないところで瞑想し、仏教書を読むことによって、

仏教を実践している。彼らはそれらを読む時に、しばしば書物を寝室の枕元のテーブル（ナイトスタンド）に置い

ており、それゆえにそう呼ばれている。ナイトスタンド・ブディストの数に関する信頼できるデータはないもの

の、数百万人と推定されている。

さらに、少し前の調査によれば、12 パーセントの人が、宗教やスピリチュアリティーを考える上で、仏教が重

要な影響を与えたと回答している。これは 2500 万人にのぼるということである。ゆえに、これら�つのグループ

（仏教徒、ナイトスタンド・ブディスト、仏教に大きく影響された人々）をすべて合計すると、アメリカにおいて

3000 万人を少し超えるぐらいの数となる。

成長の要因

アメリカ仏教の成長の要因として、�つの要素が考えられる。宗教の重要性、社会の開放性、ダライラマの影

響、そして、スピリチュアリティー（精神性）である。

宗
﹅

教
﹅

の
﹅

重
﹅

要
﹅

性
﹅

：アメリカは、他の先進国に比べて、宗教にはるかに高い価値を置いている。一般の人々は、概し

て、コミュニティーで極めて重要な指導的役割をも果たす宗教の専門家を尊敬している。そして、多くの親たち

は、協調して、子供たちに宗教的な教育を与えようと努力している。それは、宗教は子供たちに精神的・倫理的基

礎を与える「ポジティブなもの」と見なされているからである。もし宗教が重要でなければ、仏教に興味を持つ人

の数ははるかに少なかったであろう。

社
﹅

会
﹅

の
﹅

開
﹅

放
﹅

性
﹅

：アメリカ仏教の成長の第�の要因は、1960 年代にプロテスタント以外の諸宗教に対する開放性

がより大きくなったこととともに起こった、根本的な社会変動にある。例えば、カトリック教徒であったジョン・

F・ケネディーが大統領に選ばれ、カトリック教会自体が、「第�バチカン公会議」の自由化プロセスを経験した。
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そして、新移民法は、さらに多くの非西洋諸国からの人々の到着でもって、より大きな多様性を促進することを手

伝った。

この大きな開放性の中で、仏教はもはや東洋の異教とは見られなくなった。実際、精神的な事柄に興味を持つ多

くの人々は、アジアは物質主義的な西洋よりも優れていると考えるようになってきている。したがって、仏教の魅

力は、産業化されてしまった西洋の精神的退廃により効果的に応えることができる、アジアの優れた宗教の一つで

あったという事実にある。

ダ
﹅

ラ
﹅

イ
﹅

ラ
﹅

マ
﹅

の
﹅

影
﹅

響
﹅

：成長の第�の要因は、たった一人の個人のポジティブなイメージにある。すなわち、ダライ

ラマ 14 世、テンジンギャツォその人である。彼はノーベル平和賞受賞者として、そして亡命中のチベット指導者

としてよく知られている。しかし、西洋において、彼の仏教推進者としてのインパクトは計り知れない。彼は、数

多くのアメリカ訪問の間、話を聞くために集ってくる数千の人々から、深く愛され高く評価されている。ダライラ

マの人気は、彼が平和的で、寛容で、近づきやすい精神的指導者であると考えられているという事実に基づく。か

くして彼はアメリカの宗教界に新しく新鮮な要素を促進することを手助けしている。

ス
﹅

ピ
﹅

リ
﹅

チ
﹅

ュ
﹅

ア
﹅

リ
﹅

テ
﹅

ィ
﹅

ー
﹅

（精
﹅

神
﹅

性
﹅

）：第�の、そしておそらくもっとも重要な要因は、アメリカの宗教の本質の変

化に関係している。人々は組織化された宗教よりもスピリチュアリティーに、より魅惑されているのである。

「私は宗教的ではないが、スピリチュアル（spiritual）的である」という声が、多くの人から聞かれる。著名な

宗教研究者であるウェイド・クラーク・ルーフ（Wade Clark Roof）は、スピリチュアリティーを、「個人が求める

ものに合った〔深遠な〕一人ひとりの体験」と定義し、さらに、連結性（connectedness）、一体性（unity）、平和

（peace）、調和（harmony）、落ち着き（centeredness）という�つのキーワード的な単語によって、精神性を定義

する。これは、伝統的な宗教を特徴付ける�つの用語である神、罪、信仰、懺悔、道徳とは異なる。

アメリカにおける仏教は、後よりも前の用語セット（＝連結性など）によって、より特徴づけられる。変化しつ

つある傾向に相伴って、より一層そうなっている。個人の体験を強調するスピリチュアリティーのこの魅力の一部

として、仏教は以下の�つの分野で顕著に効果的であった。

第�は、老い、死、喪失といった人生における苦しみを扱う際に仏教がとる健全な態度である。仏教は、苦しみ

を、人生の本質的な部分であり、理解され、受け入れられ、より完全で意味のある人生を送るための跳躍台と転ず

る必要があるものと見ている。

第�に、仏教は個々人の人格の理解を重く評価する。それは、教えというものは、個人特有の体験に直接的に語

りかけることができなくては、意味を持たないからである。これが、アメリカの仏教徒が、「我々の書物に書いて

あるから、…もしくは師がそのように言ったからとそのまま信じるな」という有名な言葉を特に好む理由である。

スピリチュアリティーの第�の分野は、人々がメディテーション（瞑想）に引きつけられることにある。これが

おそらく、アメリカ仏教の成長の第一の理由であろう。多くの人々が、仏教の瞑想は実践が容易であり、心いやさ

れるものであり、精神的に活力を与え解放的であると気がついている。特に、坐って行う瞑想が、禅、テーラ

ヴァーダ、チベットの学派の主要な実践であり、もっとも多い数の改宗者を引きつけてきた。

意義

アメリカでの仏教のこのような成長は、二つの面で意義を持つ。�）仏教にもたらされつつある変化、�）特に

先進国におけることであるが、伝統的宗教からスピリチュアリティーへという、グローバルに起こっている転換で

ある。このシンポジウムにより関係するので、第�のポイントを詳しく説明したい。だが、まず第�のポイントを

簡単に論じておきたい。それは 2600 年に近い歴史を持つこの古代宗教にとって、いくつかの極めて興味深い「最

初の出来事」を含んでいるからである。

一般的に、仏教は「東漸」し、アジアの多くを覆うようになった。とはいうものの、仏教は、西洋の国ではいか

なる重要な方法ででも、宗教として広まってこなかった。しかしながら、仏教は、20世紀の後半に、アメリカと

ヨーロッパにおいて、そのことを最初に達成した。今や、仏教が西洋へ伝播することを妨げてきた壁は崩れ去った

と宣言してよかろう。第�に、アジアにおける仏教の伝播は、中心的な文化から周辺的な文化へというものであっ
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た。インドからチベットや東南アジアへ、また、中国からベトナム、韓国、日本へというように。しかしながら、

アメリカへの伝播はそのパターンから逸脱している。というのも、中国の政治的、経済的な成長にも関わらず、ア

メリカはなおも世界において最も中心的な国だからである。第�の点は、アジアの多くの国は、悟りの教説のため

だけでなく、芸術的、技術的、政治的目的のために、仏教を受け入れたという事実に関係する。為政者たちは、自

分の政治的な力を強化し、自分の社会の芸術的、建築的、技術的な質を高めるために、仏教のこれらの要素を求め

た。これとは逆に、アメリカでは、為政者ではなく一般の人々が、仏教を、悟りや精神的な幸福というその本来の

目的のために、求めているのである。

仏教史上におけるこれらの�つの最初の出来事は詳細に議論したいのだが、それは別の機会に譲るとして、第�

のポイントに移りたい。つまり、アメリカにおける仏教の成長は、多くの人々の間での、伝統宗教からスピリチュ

アリティーへという移行を意味しているという点である。しかし、この現象はアメリカに限ったことではなく、他

の国々、特に西洋やアジアの先進国において見いだされることである。この点は日本も例外ではない。自分たちが

教えを提示したり信奉者たちを扱ったりするやり方を再考するために伝統宗教に挑戦することは、近代にグローバ

ルに見られる現象なのである。

前述のルーフ教授による「個人が求めるものに合った〔深遠な〕一人ひとりの体験」という定義に部分的に基づ

きつつ、私はスピリチュアリティーを、「個々人による聖なるものの体験」と定義したい。この定義には�つの特

徴がある。�）個人、�）体験、�）聖なるもの、である。

�つの特徴のうちの最後のものを最初に取り上げると、「聖なるもの」は伝統的な諸宗教で探求されてきた聖な

るものと重なるかもしれない。しかし、スピリチュアリティーは、自然、音楽、ビジュアルアートといったような

領域に由来する、非宗教的な、あるいは世俗的な意味での聖なるものを含むという点で、それらを越えている。さ

らに、スピリチュアリティーにおける聖なるもののきわだった他の性質は、日常生活における「普通の」活動を強

調することにあると見られる。聖なるものは、常態を越えた（extraordinary）ところのみならず、日常

（ordinary）の内にも発見されるのである。

集団とは反対の「個人」を強調することが、スピリチュアリティーの別の特徴である。スピリチュアリティーに

興味を持つ人々は、伝統的な宗教の持つ外なる権威やその制度よりも、個々人の聖なるものの体験を、はるかに強

調する。教会、ユダヤ教会、モスク、寺院は、それらそれぞれの、時の試練を経た伝統の聖性を表現している。し

かし、多くの同時代の探求者たちは、その精神的な欲求が満たされていないことに気づいた。なぜならば彼らの伝

統的な宗教は、その教説がより個人化され、あるいは個々のものになることなしには、有意義になり得ないのであ

るから。

スピリチュアリティーの第�の特徴は「体験」であり、そのことは、宗教団体によって述べられた教説や信条体

系や教義を単に理性的に知るだけのこととは区別される。体験は、単に頭によってだけではなく、心や全存在で

もって個人的に感得することを必要とする。そのことにより、探求者は、聖なるものを「具現化」し、個人の全人

格でもって聖なるものを完全に感得することが可能となる。

スピリチュアリティーは近代化の産物でありその最大の特徴は個人主義化にあると論じてきた学者たちに、私は

賛同する。近代化は、人生の多くの場面において団体から個人への移行をもたらした。そして、グローバリゼー

ションはこの移行に貢献してきた。団体はそれほど頼りにならず永続しないという理由で、個人が団体をあまり強

調しないことを推奨することによってである。たとえば、人はもはや会社に終身雇用をあてにできず、かくして、

前の世代が会社に対して見せたような忠誠心を示すことができなくなっている。ゆえに、人は安定の主たる源泉と

して、自分自身に頼ることを強いられている。

個人に対してこのように焦点をあてることは、さらに、聖なるものを自己の内部に置くことへと導いた。先に述

べた諸要素と結びついて、近代化とグローバリゼーションは明確な自己同一性の欠如へと導き、人々は自分が本当

は何者なのかということをあまり明瞭に知ることができなくなっている。今日とは異なり、伝統的な社会では、人

は恒久的で明瞭に定義された役割を定められていた。今日では、人々の役割は明瞭には定義されておらず、極めて

流動的である。結果、多くの人々は、自分たち自身の中にあると見られている真実の自己を探求している。この移

行は、「主観的転回（subjective turn）」として言及されており、近代化の一つの特徴である。
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個人への移行と、それに伴う真実の自己の理解の必要は、先に述べた瞑想人気の一つの理由である。いくつかの

推計によれば、アメリカでは、毎日�千万人にものぼる人々が瞑想しており、その人気と必要性を裏付けている。

瞑想は今や宗教の枠を越え、病院やセラピーオフィスといった場所で実践されている。そこでは瞑想はストレスや

痛みを軽減し、免疫システムを高め、心理療法的な明瞭性を促進することに効果的であると考えられているのであ

る。

しかしながら、スピリチュアリティーの持つこれらの側面は、極端に「個人化」、「個人主義化」されたものだと

見なされてきた。その自己中心的な特徴はコミュニティーや分配を犠牲にすることになるというほのめかしをもっ

てである。たとえば、たしかにアメリカにおけるインサイト・メディテーション（Insight Meditation）の集団は、

瞑想だけを選択し、儀礼やテーラヴァーダ仏教伝統の教えを拒否する傾向にあった。その指導者のうちには、「過

剰に」個人主義化された瞑想の特徴に心配の声を上げる者もいる。瞑想者には、より大きな精神的共同体とほとん

ど交流しない者もいるのである。

しかし、私はこの個人主義化されたスピリチュアリティーの傾向は、ポジティブな発展であり、必ずしも精神的

退廃の徴候ではないと見たい。聖なるものの個人的な体験は、シャカムニ仏陀が 35歳の時に菩提樹下で体験した

宗教のあり方に他ならない。近代の探求者で仏陀と同じようなレベルでの精神的達成をなしえた者はいないもの

の、近代の仏教瞑想者たちは仏教本来の目的から逸脱したのではないのである。

実際、これらの探求者たちの多くは、ナイトスタンド・ブディストという語が示しているように、多読であり、

仏教の哲学的次元をよく把握している。なぜなら充分な教育を受け、収入は中流から中流の上層階級に属するもの

が多いからである。彼らは、伝統的宗教の教説はこのグローバライズされた世界においては時代遅れで単純に過ぎ

ると考え、それに満足しない傾向がある。彼らはつき従うための白か黒かの答えを求めているのではなく、宗教

的、倫理的な問題について彼ら自身の決断をするために必要な基礎を与える精神的成熟を求めているのである。

さらに、宗教の多様性の発展に伴い、多くの人々は、多様な宗教の伝統が共存するために健康的で協調的な道を

与えることができるスピリチュアリティーの形を求めている。世界はもはや諸宗教に宗教的不寛容、排他主義、孤

立を与える余裕はない。自分が唯一の真実の宗教であり唯一の真理であると考える宗教が存在する余地は、より少

なくなってきている。世界平和には多元的な開放性の態度が必要である。著名なキリスト教神学者のハンス・キュ

ング博士が宗教間対話に関連して述べているように、「宗教間の平和なしには世界平和はあり得ない。そして、対

話なしには宗教間の平和はあり得ない」。そして、多くの人々は、仏教こそが、さらなる対話を促進できる伝統で

あることを見いだしている。

アメリカにおける仏教は、「自分自身のために考えること」や個人的体験に価値を置き大事にする人々にとって、

魅力的である。これらの理由で、仏教は着実に成長しつづけ、それによって、続く数十年のうちにはアメリカにお

ける第�に大きな宗教であるユダヤ教をも越えることを可能とするであろうというのが私の見方である。この意味

で、我々は、誰あろうアルバート・アインシュタインによる予言的な見方の実現を目撃しているのである。彼は、

宗教の�つの段階について述べた。�）畏れの宗教（religion of fear）、�）道徳の宗教（moral religion）、�）広

大無辺の宗教（cosmic religion）である。彼は、20世紀以降には、科学の発展に伴い、人類は「有意義な一体とし

て自然と精神を調和させる」ものである広大無辺の宗教を欲するであろうと感じていた。そして、彼は仏教を代表

的な広大無辺の宗教と考えたのである！
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WEB国際会議

「哲学の方法としての直観と反省」

(2012 年 10 月 13 日開催)
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直観と反省をめぐって──西田とフッサール──

山口 一郎

西田幾多郎は『善の研究』において「純粋経験」の立場を呈示してのち、純粋経験に含まれる直観の契機と反省

の契機との論理的整合性をめぐり思索をかさね、その検討の結果が『自覚における直観と反省』に示されていると

されています。純粋経験はその本質からして「主客未分」とされますが、思惟は、主客未分では成立しえません。

西田は主客未分の直観として成立している純粋経験という事態を、ベルクソンの「純粋持続」の直観と対応づけ、

思惟の契機を新カント派の論理と数理に関する考察における反省概念に対応づけて、両者を統合しようと試みま

す。両者の関係づけをとおして明らかにされる方向性は、フィヒテの事行（Tathandlung）の概念です。しかし、

上田閑照氏の指摘による「純粋経験／自覚／場所」とする西田哲学全体の展開からみて、この「自覚」の立場が依

拠するフィヒテの事行は、その自我論という根本性格からして、純粋経験の「主客未分」と対応しえないことが次

第に明確になっていきます。フィヒテの事行は、「自覚」から「場所」への展開につれ、その自我論という根本特

性からして、「我なし」とする「絶対無の場所」を基盤にする場所の論理に段階的に解消されていくことになりま

す。したがって、この『自覚における直観と反省』における直観と反省という方法概念の考察にあたり、ベルクソ

ンの純粋持続に対応づけられた直観としての純粋経験の「主客未分」の次元が、新カント派の論理と数理に関わる

反省概念をとおして、フィヒテの事行の概念に統合することができるとしたその理拠と、西田にその当時隠れたま

まであった、事行の概念への統合不可能性の根拠を明確にしてみたいと思います。そのとき、フッサール現象学の

「志向性」の概念とフィヒテの事行の概念についての西田による理解が、重要な役割を果たしていることが指摘さ

れます。

さらに付け加えられる考察として、場所の論理への展開において決定的な要因になる「無」ないし「否定」の契

機が、純粋経験の「主客未分」の自発自展として、どのように解明しうるのか、ここに、上田閑照氏の解釈を導入

することで、フッサール後期現象学の受動的綜合としての連合や触発との対比的考察をとおして、いかなる方法論

的観点が問題にされうるのかを明らかにしてみたいと思います。そうすることで、「知情意」の全体を問題にする

西田哲学の主意論的根本性格に潜む方法論的問題点を指摘できると思うからです。

�．西田の自覚の概念とベルクソンの純粋持続の理解に潜む問題点

西田は、『自覚における直観と反省』の「序」において、ここでいう「自覚」とは、「先験的自我の自覚である。

フィヒテの所謂事行 Tathandlung の如きものである」（�：後続する数字は『自覚における直観と反省』岩波書

店、1917 年版の頁数）と述べています。純粋経験の主客未分の次元を先験的自我の自覚、端的にいえば、カント

の「超越論的自我の超越論的統覚」を前提にする場面で説明しようとこころみるのです。この西田の見解がもっと

もはっきり現れるのは、純粋経験に対応するとするベルクソンの「純粋持続」の解釈にさいしてです。西田は純粋

経験に対応する特有な「感覚の認識」（93）を問題にし、ベルクソンが純粋持続としての意識の流転にあって、「一

瞬前の過去にも帰ることができない」（同上）とする主張に対して批判的です。というのも、西田は、べルクソン

の考える純粋持続における意識内容の変化と流転という見解に対して、「時の推移、意識内容の変化ということを

理会するには、その背後に超時間的、超変化的の意識がなければならぬ」として、カントの「超越的統覚の統一」

（94）を主張し、「時の超越性を含まない『時』の意識というのは矛盾である」（95）としているからです。以上の、
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純粋持続の時間持続と超時間的な自我の自己同一性に関する西田の見解について、いくつか問題点をあげてみたい

と思います。

�）西田は、ベルクソンの「純粋持続は繰り返さない」という主張に対する批判を、「ベルクソンは純粋時間は繰

り返すことができないといふが、繰り返すことができないというのは、その根底に時間を超越する或物がある故で

なければならぬ。氏は時間の考えに捕らわれて変化を超越する統一の方面を見逃して居る様である」（220）として

います。この西田の見解は、カントの「超越的統覚の統一」による新カント派（ロッツェ等）の時間論の立場を代

弁することになり、そのことで、ベルクソンの「生命の創造的進化」という根本見解を「先験的自我の自覚」とい

う見解に狭めることになっています。それが純粋経験の「主客未分」の次元をフィヒテの事行の自我論によって解

釈しようとする結果になっているといえるでしょう。この問題連関を次のように段階をおって明らかにすることが

できます。

�）西田はベルクソンの「純粋持続」をベルクソン自身の主張にそくして、反省的思惟を受け付けない、直観をと

おしてのみ直証的にのみ理解される形而上学的事態として捉え、純粋持続そのもののさらなる哲学的反省は遂行し

ません。哲学的反省が直観の内実を歪めてしまうことに対する批判、とりわけ反省による「時間の空間化」に対す

る批判こそ、ベルクソンの直観概念の特徴といえます。それに対してフッサールは、「感覚の持続」の現象学的分

析をとおして、「内的時間意識の現象学」を展開しました。そのさい、批判的に克復したのが、いま問題にされて

いる超越論的統覚の統一に依拠する新カント派の時間論です。ロッツェは、時間持続のような諸表象の連続が連続

として表象されるためには、それらの諸表象を統一的に把捉する、それ自身「超時間的な知」が必要であるとしま

す 1。フッサールはそれに対して、ここで表象といわれるすべての意識作用は、作用として働くときのその働きそ

のもの時間持続として明証的に「原意識されている」と論証します。時間持続の意識の成立とは、意識流の原意識

とそれに直属している過去把持による自己時間化の明証体験に他ならず、超時間的な超越論的統覚の自我の知とさ

れるものは、時間化そのものに関与することなく、常に時間化をとおして想
・

定
・

さ
・

れ
・

て
・

い
・

る
・

に他ならないとみなすの

です。超時間的な自我の知が関与せず、必要とされないどころか、すべての意識作用の時間持続の明証性は、その

ような自我の超時間的な知を形而上学的独断として退けます。時間持続をとおして働く意識作用とその時間持続の

意識である原意識と過去把持を区別することで、意識作用が意識作用を反省すると仮定することから生じる「反省

主観の無限遡及の問題」を仮想的問題として退けます。このときの論証の基軸として働いているのが、現象学的還

元をとおした意識の必当然的明証性（apodiktische Evidenz）なのです。

�）このフッサールの原意識は、さらにその原意識のされ方が過去把持という特有な志向性（後に受動的志向性と

いわれる）として解明され、意識された過去把持、意識にのぼらない、その意味で無意識の過去把持、連合、触発

といった超越論的規則性として開示されてくることになります。この原意識は、西田によって取りあげられるフィ

ヒテの「知的直観」と認識論的構造上、類似しているといえるのですが、フィヒテの場合、この「知的直観」はさ

らなる認識論的解明が展開されることなく、西田によって「意味即事実、事実即意味」と理解される「事行の概

念」として規定されることになります。このとき注目せねばならないのは、西田がフッサールの「志向的体験」を

フィヒテの事行と次の点で類似するとみなしている点です。西田は、「フッサールなどの有意味的体験

intentionales Erlebnisというものは余の所謂意味そのものの発展ともいふべき直接経験である、意味即事実、事実

即意味なるフィヒテの事行 Tathandlung の如きものでなければならぬ、見るというのは色とか形とかいうものの

自ずからなる発展である」（156）と述べます。フッサールの『イデーンⅠ』期の志向性概念は、意識作用が感覚内

容を活性化し、意識内容を構成するとする「意識作用（ノエシス）─意識内容（ノエマ）の相関関係」という認識

図式で理解されています。この相関関係を「意味と事実」の相即関係として理解しようとする西田の解釈の仕方は

それとして了承されるにしても、「知的直観」に相応するとされる、先にのべたフッサールの「意識作用の原意識」

と対応づけることはできません。というのも、原意識は、意識作用といわれる自我の能作ではないからこそ、諸作

用の違いを意識しうるからです。ということは、西田の「意味そのものの発展ともいふべき直接経験」を先験的自

我の事行として説明しようとすることは、意識作用と意識内容の相関関係によって解明される能動的志向性の分析

には対応しえても、ベルクソンのいう純粋持続としての時間持続そのものに働くといえる、自我の能作以前の受動
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的志向性としての原意識や過去把持や連合には、まったく対応しうる説明になっていないといわれねばならないの

です。

�）上記の引用で、西田のいう「意識内容の自己発展」という見解には、西田がそれをフッサールの本質直観にお

ける「本質」と結びつけようとする意図がみられます。西田は、「例えば或特殊なる色を一般なる色の中に包摂し

て考えるということは、色一般という如き経験内容即ちフッサールの所謂直観において与えられる本質Wesen と

う如きものの内面的発展として考えることができるのではなかろうか」（45）としています。ここで注意せねばな

らないのは、フッサールの考える本質直観における本質には、内面的発展という契機は認められず、本質直観に至

るまでのプロセスの記述にみられるように、本質直観は、それらの経過をへた結果において生成するのであって、

初めから前提にされる普遍的本質が内面的に発展すると考えることはできないということです。具体例として、

「赤の本質」について考えてみると、西田は、それについて、「『赤』という如き一つの具体的経験の中にも『赤』

という性質、フッサールの所謂本質Wesen の如きものと、『赤い物』即ち赤の性質をもった客観的存在と、感覚

『赤』及び『赤』を意識する作用即ち感覚作用という如きものを区別して考えることができるのである。」（121）と

しています。しかし、ここで重要なことは、フッサールは時間持続と同様、感覚も認識論的に、意識作用と意識内

容による相関関係において理解していない、むしろ、理解できないとしていることです。フッサールにとって、

「赤という経験」は、赤の本質の経験として成立していますが、それは、意識作用によって意識内容として構成さ

れているのではなく、自我の能作の働かない受動的綜合という連合を通して先構成されたものが、モナド間の触発

をとおして原意識にもたらされていると理解されているのです。

�．純粋経験の自発自展の説明に活用された論理と数理

西田は、純粋経験という具体的経験に自己展開されているとされる思惟の契機を新カント派の論理と数理の理解

を活用することで、反省的自覚にもたらそうとします。そのときの活用の仕方に注目して、その方法論的特徴を明

確にしてみましょう。西田にとって、論理と数理は、形式的原理とされます。「我々の直接経験は意識内容それ自

身の発展である、この発展を内容に関係なく純形式的に考えたものが論理、数理の体系である」（79）と西田は述

べます。したがって、具体的な直接経験を出発点にとる西田にとって、論理と数理は、抽象的、形式的と規定され

るものでなければなりません。この観点は、たとえば、時間と空間を感性の形式、すなわち、形式的アプリオリと

するカントを批判して、「而してカントの云った如く時間、空間の形式によって数理が立てられるのではなく、

却って数理の基礎たるリッケルトの所謂同質的媒介者の如きものによって時間、空間の形式が成立するのである」

（81）というときに、リッケルトの理解する数理が、カントのそれとことなり、「同質的媒介者」といわれる内容の

契機を前提にしていることに、明らかになっています。西田はこの同質的媒介者を「感覚的アプリオリ」としてヴ

ント心理学の「創造的綜合」と結びつけていることは、大変興味深い論点といえます。周知のように、フッサール

は、『論理学研究』において、形式的アプリオリに対する「実質的アプリオリ」を対置させ、それが後の受動的綜

合としての連合の開示のための端緒となっているからです。西田は「有る感覚的性質のアプリオリから感覚的知識

の体系を構成することができる。［…］ヴントの所謂創造的綜合である」（87）と述べて、形式に先立つ具体的経験

が強調される一方、数理をとおして無限と有限の関係を規定しようとする傾向がみられます。そこで西田は、無意

識と意識の関係を無限と有限の関係として捉え、「ケプラー以来、切線における点の性質を考えることから、点を

曲線の能生点 der erzeugende Punkt と考える様になった。［…］点は単なる点ではなくしてその位置によって方向

を含む点である、曲線はこの如き点から生ずるのである、『切線点』Tangenten− Punkteの全体である、有限な

る曲線は無限小なる点より生ずると考えることができる、dxを xの根源として考えることができるのである」

（110）として、幾何学的曲線の dxと xとの関係を無限級数というものの全体の両側面とみなすのです。この数理

における無限と有限の区別を、純粋経験の自己展開にあてはめることの功罪について下記に論究をすすめたいと思

います。
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�）「直線を引く」ことの意識の成立について

西田は、カントの超越論的構想力の議論で呈示される「直線を引く」例を呈示して、数理と知覚の関係を論じて

いきます。そこで西田は、「視覚的直線と数学的直線とを同種のものと見ることはできないであろうが、両者の根

底に何物かがなければなるまい、さなくば直覚的或物が直線として見られることはできないのである。しかして

フィヒテが『働く我を見る我は己が働きを線を引くとして見る』（das sich selbst als tätig anschauende Ich schaut

seine Tätigkeit an, als ein Linienziehen）といった様に、余はこの如き連続的直線の根本的意識として、それ自身

に動く具体的経験の創造的体系という如きものを考えることができると思う」（137f．）とし、「［…］純粋思惟の対

象たる数学的直線を任意に限定して主観的たらしむるものは何物であるか」（139）と問うのです。この記述には、

多くの諸前提が含まれ、次のような展開をみせることになります。

�）まず第一に、具体的視覚対象としての直線と理念的な数学的直線の根底にあるとされる何物かの前提を、どう

していとも簡単に想定することができるのか。ここでこの「何ものか」は、文頭にあがっている先験的自我の統一

としての自覚、フィヒテの事行ということになります。この何ものかは、フィヒテの自我において働く具体的経験

の創造的体系とみなされ、ここに自我の活動の自己限定という理論的方向性が定まってきます。

�）この視覚的直線と数学的直線の根底にあるものへの注視に関連して、西田は、まずは、数の系列である算術と

解析の両者の関係を考察し、「両者のアプリオリは共に量（Grösse）という同一の基礎を有するものであって、後

者〔解析〕は前者〔算術〕の完成と考えることができる。連続というのは数の系列の完成と見ることもできる」

（179）としています。次に、この連続は無理数（Ideal）と有理数（Real）を内に含むことで数の系列の完成とみ

なされ、フィヒテの事行が、Ideal＋ Real と表現されることになります。「而して極限点〔理想点 Ideale Punkte

としての無理数と実在点 reale Punkteとしての有理数〕をそれ自身の中に含む連続は実に Ideal＋ Real である、

すなわち具体者 Das Konkreteである。我々の自己は我々が反省によって到底達することのできない極限点であ

る、［…］而して反省作用即自己なる自覚、すなわちフィヒテの所謂事行 Tathandlung は Ideal＋ Real である」

（166）とされるのです。こうして「連続的な自覚的体系は実在そのものを表わすものであって、不連続的なものは

依他的であり主観的である、後者においては主観と客観とが分かれているが、前者に於いては合一しているのであ

る、即ち前者は分裂をそれ自身の中に含む統一であることができる」（179）としています。こうして西田は、「数

の体系は有理数と共に無理数を取り入れることによって、連続を表わすことができ、而して実在を数学的に取り扱

うことができる」（180）という見解を確立するのです。

�）この「実在の数学的取り扱い」は、フッサールが『危機書』（1938年）で批判する「生活世界の数学化」につ

ながるものともいえます。ここでいわれる Ideal と Real とされるものは、すでに思惟をとおした理念的存在で

す。連続的な自覚的体系が主観と客観の分裂をうちに含む統一であるとするとき、純粋経験としての主客未分の具

体的経験が、主客に分裂していく必然性は、いったいどこにあるのでしょうか。これこそ問われるべき問いといえ

ますが、その問いに向かうことなく、西田は、「我々の知覚という事実を構成する連続の本質は数学的思惟の対象

となり連続の本質と同一のものではなかろうか」（173）としています。しかし、そうみなしたところで、その連続

的な自覚的体系の自己発展そのものとの関連は明らかになりません。このとき、西田がフィヒテの事行に相応する

として、フッサールの本質に依拠した意識内容の自己発展にその必然性の由来をみようとするとき、その自己発展

を数学的思惟の対象とみなすことで、理想点（Ideal）と実在点（Real）の数の系列を意識内容の自己発展に当て

はめることはできないと思います。なぜなら、西田の事行の特性とする「反省作用即自己なる自覚」、言い換えれ

ば「意味即事実の自覚」は、両極限点に関係づけて説明できないからです。というのも、「我々が有意味体験

intentionales Erlebnis の作用の性質というのはこの如く自覚的体系の中における自覚体系の性質と見ことができ

るであろう」（168）として、「意識作用の性質の違いが自覚できる」としても、この自覚は、フッサールにとって

原意識において与えられるといるのに対して、西田の場合、数の系列の極限点を当てがい、その性質の違いの自覚

に届くことはないという消極的規定、すなわち、「反省によって到底達することのできない極限点としての自己」

という消極的規定をとおしてしか確証できるものではないからです。西田のいう、先にあげた感
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�．純粋経験の主客未分に潜む「無」と「否定」の契機

主客未分と性格づけられる純粋経験は、「主でもなく、客でもない」と表現することができます。西田は、「或一

つの具体的一般者がそれ自身の発展においてある時は主
・

も
・

な
・

く
・

客
・

も
・

な
・

い
・

が、この体験が其の背後に横たわる包容的

主体の立場に於いて見られたとき、（この主体の連続として）其の発展の相が思惟作用とか視覚作用というごとき

主観的作用と考えられ、この如き作用の起点、すなわち作用の経験と背後の主体の接触点が心理的我と考えられ

る」（208、強調は筆者による）と述べています。ここで、西田は純粋経験の主客未分という特性と同時に、超越論

的主観性と意識作用との接触点（どのように接触するのかは別にして）に、心理的−経験的自我の所在を認めてい

ます。ここでこの接触という働き方に接近するために、上田閑照氏の考察、すなわち、純粋経験の自己発展を主客

未分の観点から展開する考察を参考にしてみましょう。

�）上田氏は、西田の『哲学概論』の次の文章を引用して、純粋経験を「意識」と「意識の原野」ないし、「無−

意識の意識」と関連づけて解釈します。「直接経験の事実は、ただ、言語に云い現わすことのできない赤の経験の

みである。赤の外に『知る』とか『意識』とかいうことは不用である。赤
・

の
・

赤
・

た
・

る
・

こ
・

と
・

が
・

即
・

ち
・

意
・

識
・

で
・

あ
・

る
・

」2。上

田氏はこのことを、この「赤が赤たること」は、「飛躍的に赤の方に寄ったところ、赤を赤と意識するということ

もない無−意識において赤が赤であるところ、存在が意識において見られるのではなく逆に意識が存在の方に吸収

され尽くしたところ、そこがしかも『即ち意識』されているのです」と説明します 3。ここで「無−意識」といわ

れるのは、存在に「吸収されて意識が無となった無−意識」であるからとされます 4。この「無−意識」という意

識の仕方は、当然、反省の反省ともいえる「意識を意識する」という仕方の意識ではない、とされます。そのよう

な意識された意識は、ここで「無−意識」とされる「意識しつつある意識」とは異なるというのです。まさにこの

「現に意識しつつある」ということが、「赤の赤たること」であるというのです。しかし、この「赤を赤と意識する

ということもない無−意識」とはどのように働いているのでしょうか。

このとき、上田氏はメルロ＝ポンティの「志向的越境」という視点と西田の見解を対比的考察にもたらし、この

現実に接近しようとします。「この事態の理解にとって、メルロ＝ポンティが言う意味での『志向的越境』

（transgression intentionaelle）が一つの手援けになるように思われます。たとえば『こうした志向の越境がなけれ

ば、私は他人という概念をさえもち得なかったことでしょう』とメルロ＝ポンティはいっています［…］。現象学

のいわゆる『対象の志向的内在』に対して『志向的越境』ということが言えるとしますと、さらに次のように言え

るのではないでしょうか。意識しつつ、すなわち越境して現に何処に居るかというと、『ざわざわいへばざわざ

わ』、『赤の赤たること』に居るのだと。西田は『志向的越境』と言わずに、越境して現に居るそのところをそのま

ま出すことによって、意識しつつあるという現遂行を示し、そこから問題を始めようとします。」5この引用文に

は、多くの興味深い論点が含まれています。

�）上田氏が援用するメルロ＝ポンティのいう「志向的越境」は、相互主観性の根拠づけのさい使用されている、

フッサールの『デカルト的省察』第�省察で述べられている受動的綜合の基本形式としての「対化（Paarung）」

とよばれる受動的志向性に他なりません。したがって、上田氏のいう「対象の志向的内在」と「志向的越境」とい

う対置は、対象知覚の領域に属する能動的志向性と無意識に働く受動的志向性の対置ということができます。とい

うのも、「対象の志向的内在」とは、能動的志向性が働くさいの意識作用（ノエシス）〔ノエシスは、意識に内的に

実的な時間持続として与えられます〕であり、それが意識内容（超越的対象性）を構成しているといえ、また、

「志向的越境」とは、対象構成以前の受動的綜合としての対化の連合に働く、ほんらい、意識にのぼることなく、

その意味で「無−意識」として働く、相互覚起をとおして成立している〔その意味で内在と超越の区別なしに〕先

構成する受動的志向性であるからです。ということは、受動的綜合としての対化は、内在と超越の区別がない、こ

の例では、感覚として先構成されていますので、まさに西田のいう「超越して現に居るそのところ」を、まさに

「無−意識」のままに働くそのありのままとして、生命体と周囲世界の間
・

の
・

出来事として指示しているといえるの

です。ですから、ここでいわれる「志向的越境」とは、まさに西田において、その如何（Wie）が説明されていな
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い「無−意識」の働き方のより深化した認識論的解明であるといえるのです。さらにフッサールは、この領域を指

示するだけではなく、この生命体と周囲世界の間に生起するモナド間のコミュニケーションの生じ方が、発生的現

象学において、連合と触発の規則性をとおして詳細に分析されているといえるのです。

�）したがって、ここで「越境」というのは、もちろん、上田氏のいうように、周囲世界にむけて「出かけてゆく

ような仕方で越境する」のではありません。もうすでに「反省以前に意識は無−意識としてそこまで行っていなけ

ればなりません」6。この「無−意識としてそこまで行っていること」は、「物に触れたその『色を見、音を聞く刹

那、未だ主もなく客もない』ところに脱
・

自
・

し
・

て
・

、向こう側へと物に入って（後の西田は『物となって』と言いま

す）、その『われなき』ところから始めて『われ』に返る」というよう説明される一方 7、この「無−意識として

そこまでいっている」ことが可能になるのは、実践的問題として、次のように理解されています。「『われ』の働き

としての反
・

省
・

を
・

停
・

止
・

し
・

、物に密着しつつ現前に備えます。［…］反省停止は反省の反省という反省的作業ではなく、

著しく『行
ぎょう

』的な性格をもっています。［…］知の問題がその根本で同時に始めから実践的問題です」としていま

す 8。つまり、実存哲学でいわれる「脱自（Ex-tase）」や反省停止によって現前に備える、大乗仏教の修行に属す

る「行」的性格をもつとされるのです。このような大乗仏教における「われなし」という根本特性がフィヒテの事

行に含まれて居るはずもなく、上田氏の指摘するように、西田は 1939 年に出版された『哲学論文集第二』で自分

の思索を振り返り、「併し最初から私を動かしていたものは、フィヒテの自覚の如きものではない。私の立場は

フィヒテの『我』を超えたものと云うことができるが、又もっと手前の立場である」としているのです 9。フ
・

ィ
・

ヒ
・

テ
・

の
・

事
・

行
・

に
・

反
・

省
・

の
・

停
・

止
・

を
・

含
・

む
・

「無
・

」の
・

契
・

機
・

を
・

み
・

い
・

だ
・

す
・

こ
・

と
・

は
・

で
・

き
・

ま
・

せ
・

ん
・

。

�）おなじく、メルロ＝ポンティの志向性の理解に結び付けて、禅仏教の行の課題である「無になること」ないし

「無」や「空」を論じているのが、井筒俊彦氏です。氏は「禅仏教における物の脱事物化と再事物化」という論文

で 10、メルロ＝ポンティの「存在の世界にむけた先−客観的眼差し」や「客観的世界以前の生きられた世界として

の生活世界へ回帰」について述べ、「大乗仏教は、事物の『先−客観的眼差し』の重要性の強調に完全に同調しう

るであろうが、それは、自身の立場とフランスの現象学者の立場との根本的相違に気づかない限りにおいてである

といわねばならない」としています 11。この根本的相違とは、メルロ＝ポンティの「先−客観的眼差し」は、いま

だ、認識論的主客対立構造が前提されているため、いわば客観化の前段階の意味しかもたず、無の立場にいたるに

は、脱客観化のみならず、脱主観化が同時に遂行されてはじめて可能になるとしています 12。ここでいう井筒氏の

「脱主観化」は、上田氏のいう「行」において「反省停止」として実践的に遂行されますが、理論的な意味での脱

主観化と脱客観化は、フッサールのいう発生的現象学の方法としての「脱構築」において遂行されているといえる

でしょう。他方、行としての実践的脱構築において「赤の赤たることが即ち意識である」というときの意識は、

フッサールにとっても同様に、反省する意識ではなく、ありのままが映される原意識であり、意識作用がそのまま

原意識される場が開かれているといえるのです。

�．知情意の全体からみた純粋経験の自己発展

�）主意主義的傾向性、人格と無我

自覚における知の側面から、情意の側面、さらに限定して「意」の側面に目を移すとき、西田においてカントの

実践理性の見解からの影響は明確です。西田に、「我々の自覚はそれぞれ独立な自由な人格であると共に、大なる

自覚の部分である、我々の人格は神の人格の一部である」（210）とする言表がみられます。カントの超越論的統覚

の自我が無前提に肯定されているのと同様、当然問われるべき人格と仏教における無我の概念との根本的対立軸に

論究することなく、人格の自由と自然の因果の対立にもとづく、カントにならった実践哲学の根本構造が踏襲され

ているといわれなければなりません。

西田は、純粋経験を知情意の合一の経験とみなし、その経験において、「真の自己」が実現しているとしていま

す。藤田氏が『善の研究』から引用するように、真の自己と真の人格が一つのこととされ、「自己の全力を尽くし

きり、ほとんど自己の意識がなくなり、自己が自己を意識せざるところに、始めて真の人格の活動をみるのであ

る」（『善の研究』191 頁）と述べられています 13。純粋経験を生きる真の自己とは、真の人格に他ならず、それは
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すなわち、仏教哲学における自我の否定としての無我に他ならないとするのです。

人格概念は、カントのいう「超越論的主観性」の働きを前提にしています。このことを踏まえ、上田氏は、仏教

の「我は我ならずして、我なり」という無我と対置して次のように述べています。「『私』主観による構成を承認し

ながら、しかし、だからこそ構成以前に与えられるものの方を原経験とし、その後での主・客の枠による構成を原

経験のさまざまな相対化による展開とする見方である。［…］このような原経験は、『私』主観を打破して無にする

『我なし』という（哲学的には『脱自』、経験的には『脱我』『忘我』などと言われる）仕方において与えられるの

である」14。ということは、超越論的主観性が「主・客の枠による構成」の働きとして理解されているということ

を意味する一方、西田が『善の研究』で言及する「真の自己としての真の人格」は、この意味での超越論的主観性

としてとらえられることなく、「没我的な自己が自己を意識しない」関係性としての人格、フッサールのいう「人

格主義的態度における人格」、ブーバーの「我汝関係」における人格に対応しているといわれねばなりません。

�）「私と汝」：他者関係論

上田氏の主張によると、西田は、自覚から場所の論理への展開において、「絶対無の場所」の領域に到達したと

されます。この段階において、具体的世界における他者関係が問題にされ、ブーバーの「我汝関係」に対応すると

もいえる「私と汝」の論文が執筆されます。この「私と汝」の論文は、上田氏の指摘によると、いまだなお、個と

しての私から世界へという視点に捕らわれ、「私と汝」の「と」と表現される「間
あいだ

」の観点からの論究がなされな

い、という西田自身の自己批判が展開しているとされます。同様に、ブーバーの「我汝関係」の理解にあたって、

我と汝との間の理解、間から考える我汝関係という視点は、決定的に重要であるといえます。さらに、フッサール

現象学の根本概念である志向性は、間という関係性からのみ、唯一、適確に了解しうるということも強調されねば

なりません。この間という特性からして、ブーバーの「我汝関係」及び西田の「私と汝」を対比的考察し、我汝関

係、ないし純粋経験が、「直観と反省」という哲学的方法論にそくして、社会生活において実現しうる条件性を解

明してみたいと思います。

① 上田氏の「我汝関係」と「私と汝」の対比的考察は、この「間」の理解をその中心に位置づけています。上田

氏は、ブーバーの「我と汝」の間に「永遠の汝」が位置づけられ、西田の「私と汝」の間は、絶対無の否定性とし

て特徴づけられるとしています。「我なし、汝なし」というときの否定性と、ブーバーの個々の汝との我汝関係の

さい、自己中心性から解放され、「個我の解消としての没自我性」が実現していることとの共通性と相違が問われ

ることになります。まず第一にいえることは、「我なし、汝なし」というときの我の否定と汝の否定とは、「対象と

して意識された我や汝の否定」ではないということです。知識の対象としての「我と汝」、対象認識としての「我

と汝」の否定なのではありません。上田氏のいう「行」の一例として、禅の修行において修行者は、たえず到来す

る諸感覚や諸想念には、無頓着をとおして対応し、呼吸にのみ集中しています。あらゆる感覚や想念に「無頓着、

引きずられない」ということは、それを反省対象として否定することとは違います。肯定／否定が意識作用として

行使されるとき、つねに自我の能作を含む能動的志向性が働いています。つまり、それは反省に反省を重ねること

であり、上田氏のいう「反省停止」ではないのです。

② 上田氏のいう「無−意識」は、意識以前にその物と一つになっている事態を表現するものであり、その事態か

ら我に立ち戻ることで、主客の対立が成立します。我汝関係が崩れて、「我それ関係」に陥ることが、「我なし」と

いう否定をとおして、主客の対立に立ち戻ることに他なりません。このプロセスを印象深く記述しているのが、11

歳だったブーバーにあって、馬との触れ合い（出会い）が、自分の心と自分の身体という主客の対立の体験に変転

（堕落）してしまう経験の描写です。このとき、個々の汝の体験は、必ず「我それ関係」に変転せざるを得ないと

いう人間存在の宿命が語られ、この意味での個々の我汝関係の我と汝の間の否定的有限性が、永遠の汝という「そ

れになることのない汝」と我との間を示唆することになります。上田氏は、絶対無という否定性としての間を永遠

の汝の肯定的出会いとしての間と対置させますが、この対置からみえてくる、「我汝関係」と「私と汝」の考察に

おける、実践哲学の課題である、具体的社会における「制度化と組織化」の問いとの関係を問題にしてみたいと思

います。

③ 上田氏は永遠の汝の性格づけにあたって、絶対者の否定的特性として表現される「彼（Er）」という特性に言
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及し、ブーバーにおいてこの彼の契機は、「我汝関係」と「我それ関係」との関係の問題として、「汝に彼は含まれ

ない」以上、ブーバーにおいて難問に留まるとしています 15。他方、ブーバーにとって、「我汝関係」と「我それ

関係」との関係は、難問というより、次のような一貫した明瞭な理解にもたらされていると言われねばなりませ

ん。出会いという我汝関係が成立しているとき、「それ」としての個我である自分も他の人も一切、意識にのぼる

ことなく、その意味で否定されているといえますが、その因果的関連性の内実は完全に背景に退いてはいても、

「汝の光のもとに包まれている」とされます。我汝関係において、否定され排除されるべき「我それ関係」は存在

しません。このことをブーバーは、「ひとつの全体としてその樹を見るために、その樹のことで私があえて無視せ

ねばならぬようなものは何ひとつなく、［…］その形相も機構も、色彩も化学的組成も、［…］ともにその樹のなか

に存在し、すべてがひとつの全体性のうちに包まれているのである」といっています 16。西田のいう個の具体性と

歴史性は、ブーバーにとって、汝の具体性と歴史性の、「それ」としての具体性と歴史性としての表現に他なりま

せん。我それ関係の具体性と歴史性は、文化と学問、社会制度の成立という具体的形態として展開します。そのさ

い、我汝関係の土台の上に、「我それ関係」が展開しうるという基本構造の確認は、実践哲学、社会哲学を構築す

るさいの基礎的見解を意味します。これに対して、仏教哲学における「我なし、汝なし」と表現される否定性の強

調は、西田の「場所の論理」以降呈示されている「歴史的身体」の具体性と歴史性が、人格の自由が展開しうる社

会制度の確立という社会哲学の構築にどのような寄与をなしえているのか、厳密に考察せねばならない課題といえ

るでしょう。というのも、「我なし、汝なし」の否定性と無の場所の強調は、森有正が日本人の人間関係を、親子

関係において典型的に現れている「二項関係（汝−汝−関係）」と規定していることと、なんらか関係性がみられ

ると思えるからです。この関係性とは、上田氏の述べる「彼（Er）」の契機が、無の場所にどのようにして具体化

されているのか、つまり、ブーバーの「我それ関係」が日本の人間関係において十分に社会化、制度化されている

のかという問いとして解明されなければならないように思われます。

ま と め

いままでの考察のまとめとしていえることは、

a）『自覚における直観と反省』におけるベルクソンの直観と新カント派の反省の概念を純粋経験の自己発展の理

論に統合する西田の試みは、直観の概念に関しては、「純粋持続」の形而上学的規定に留まらず、フッサールの現

象学研究の可能性に開かれているといえ、具体的には、時間持続の現象学的分析として展開しうることが示され

る。反省の概念に関しては、超越論的自我の統覚という反省の最終根拠は、現象学の明証性、とりわけ原意識の明

証性の概念をとおしてモナド論的現象学によって基礎づけられ、統合されることになろう。

b） 西田において純粋経験の自己発展と形式的原理としての論理と数理の関係をどう考えるかということは、複

雑な問題を含んでいる。フィヒテの事行を Ideal＋ Real と表現することで「実在を数学的に取り扱うこと」は、

すでに具体的感覚および知覚の次元において不可能であるといわれねばならない。というのも、 西田が事行を

フッサールの有意味的体験（intentionales Erlebnis）に対応づけて理解する限りにおいて、感覚と知覚は数の系列

を超えた意識の志向性（無意識の受動的志向性を含む）として理解されねばならないからである。

c） 主客未分の純粋経験は、「無の場所」において「我なし、汝なし」という否定をとおして「私と汝」の対峙と

して表現される。ブーバーの「我汝関係」における人格間の関係性を土台にして社会的規範としての「我それ関

係」が成立しうることに対置させると、西田の否定的自覚における直観と反省は、「我それ関係」の「彼」という

第三者的視点を組み込みうる実践哲学の構築の可能性を呈示しうるか、いなかが、問われなければならない課題と

される。

注

1 このロッツェの時間論に対する批判として、E. Husserl, Husserliana, Bd. X, S. 19-S. 23 を参照。

2 上田閑照『経験と場所』141 頁。

3 同上、143 頁。
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4 同上。

5 同上、144頁及び次頁。

6 同上、145頁。

7 同上、107 頁。

8 同上、100頁及び次頁。強調は筆者によります。

9 同上、214頁。

10 T. Izutsu, Die Entdinglichung und Wiederverdinglichung der „Dinge “ im Zen-Buddhismus, in: Yoshihiro Nitta (Hg.)

Japanische Beiträge zur Phänomenologie, S. 13-S. 39.

11 同上、21 頁。

12 同上、20頁から 22頁を参照。

13 藤田正勝『現代思想としての西田幾多郎』、184頁及び次頁参照。

14 上田閑照『私とは何か』、167 頁及び次頁。

15 同上、133 頁参照。

16 M. ブーバー『対話的原理 I 我と汝 対話』邦訳、12頁。
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行為的直観と自覚

─諸科学の方法の基礎と哲学の方法─

黒田 昭信

西田が哲学の方法をそれとして彼なりの仕方で厳密に規定しようとするのは、それをその他の科学の諸方法と区

別し、それらとの関係を明確にしようという意図からであり、その試みは、最後期の西田哲学の二つの機軸概念で

ある「自覚」と「行為的直観」との区別と関係を基点としてなされている。

はじめに、その規定を図式的に示しておく。まず、理由の順序に従うとき、哲学の方法は科学の諸方法に先立

つ。というのは、前者は直接「創造的自己」に基づいているのに対して、後者は「ポイエーシス的自己」によって

実行され、ポイエーシス的自己は創造的自己に基づいているからである。哲学の方法は厳密な意味での自覚によっ

て遂行されるのに対して、科学の諸方法は行為的直観に基づいている。ところが、事実の順序に従うとき、自己は

まず行為的直観の経験からポイエーシス的自己として自覚し、そしてこのポイエーシス的自己が今度は創造的自己

として自覚し、これこそが厳密な意味での自覚である。

�─行為的直観とは何か

哲学の方法としての自覚から区別され、科学の諸方法として─より正確には、それらを可能にする現実経験の原

初的動的形態として─それに対置された「行為的直観」は、最後期の西田哲学の地平にその根本概念の一つとして

登場する。

1.1 行為的直観の基本的規定

まず、行為的直観の基本的規定を次の五点にまとめて示そう。

（�）「行為的直観の世界は、無限の世界である。行為的直観とは無限の過程でなければならない」1。行為的直観

は私たちの行為する身体においてたえず始まりつづける、つねに始まりとして働きつづける始まりである。それは

私たちの世界においてそこに諸事物をそれとして現出させる世界の自己限定作用としてつねに現実的に作用してい

る。本質的内在化作用として、行為的直観は、その能動性と受動性の両契機によって、諸事物の、私たち行為する

身体に対する無関係な外在性を否定し、それらをそれら自身の十全な形において自らに現れさせる。行為的直観

は、世界に帰属する私たちの行為する身体によって担われているゆえに、世界の只中にあって世界自身の自己否定

作用として現実化されるが、それゆえにこそ世界において諸事物がまさにあるがままの諸事物として現れる。この

行為的直観が、「現実が、自己自身の中から自己自身を超え自己自身を構成し行く、自己構成の過程」2をもたらす

のである。

（�）行為的直観は主体にも対象にも従属しない。むしろ行為的直観によって開かれる世界において主体と対象と

がそれとして分節化される。行為的直観によって直接把握された諸事物は、世界のうちに行為的直観の「形
﹅

」3そ

のものを描
﹅

き
﹅

出
﹅

す
﹅

。諸事物は行為的直観がそこにおいて現実化される構
﹅

成
﹅

形
﹅

態
﹅

を表現している。行為的直観の領野

においては、いかに外的現実が視覚に対して現れるのかという問いは適切な問いではない。なぜなら、行為的直観

の領野においては、何らかの主体との関係における外部と内部との区別を前提として導入することはできないから

である。この区別は行為的直観においてもたらされる原初的経験についての反省的抽象化の手続きによってのみ獲

得されるものである。
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（�）行為的直観はその根本において世界の
﹅

原初的出来事である。行為的直観がまさにそれとして現実に行われる

その初源の次元においては、つまりそれに対して事後的なすべての認識が定義上排除されるその最初の契機におい

ては、ただ世界の
﹅

一つの経験があるだけである。世界の
﹅

あらゆる認識の起源にある行為的直観は、意識に対して与

えられるのでもなく、意識の権能の支配下におかれているのでもなく、それ自身からしか、その固有の本質からし

か説明されえないものである。発生的順序にしたがって言えば、行為的直観が世界の統
﹅

一
﹅

化
﹅

契機としての時間性と

その差
﹅

異
﹅

化
﹅

契機としての空間性を発生させるということから意識の生成が説明される。

（�）行為的直観は知覚世界に帰属しない。まったく逆に、知覚が行為的直観の世界の一部をなす。行為的直観は

歴史的世界の
﹅

原初的経験であり、それが世界の認識と自己の認識を可能にする。この経験は世界がその内部そのも

のに自己を否定する要素を生むということからなっている。この世界の自己否定が行為的直観として現実に行わ

れ、その起動点は私たちの行為する身体にある。世界の
﹅

、世界に
﹅

お
﹅

け
﹅

る
﹅

出来事として、行為的直観は「世界の自己

否定の肯
﹅

定
﹅

として現れ来るものたるに過ぎない」4。

（�）行為的直観は「極めて現実的な知識の立
﹅

場
﹅

を云うのである。すべての経験的知識の基となるものを云うので

ある」5。しかしながら、「行為的直観そのままが知識だと云うのではない」6。行為的直観はあらゆる認識のいわゆ

る出発点でもなければ、その直接の基礎なのでもない。認識の展開を通じて、行為的直観はつねに世界の直接把握

として働いているのである。それはまた何らかの理論がそこから構成される認識の基礎でもない。最初の自明性の

直接経験である行為的直観は、そこから推論が推し進められるような仮説的命題を自らに与える作用に還元される

ものではない。

1.2 行為的直観の原基的次元

行為的直観には区別されるべき二つの次元がある。まず、すべての種的な行動、つまりある種に固有の諸行動

は、原基的次元にある行為的直観と見なされる。この意味での行為的直観には諸動物たちの種的行動もすべて含ま

れる。それに対して高次の行為的直観は人間においてのみ現実化される。

ある種に固有の行動がその種に固有の環境の中で生ずるとき、この行動はその主体が見出される環境そのものの

中に種々の「形」のある配置を描
﹅

き
﹅

出
﹅

す
﹅

。このことが意味するのは、世界のある構成形態はこの行動そのものに

よって直接に現実化されているのであり、この行動が、それが実行される環境にとってもその行動の主体にとって

も現実的な、諸々の形のある配置を現出させているということである。生きた身体がそれ固有の環境においてある

一定の仕方で行動するということは、その行動の主体によって環境がその環境として限定されるということと同時

に、その主体もその主体として自らがそこにおいて行動する環境によって限定されているということを意味してい

る。そ
﹅

こ
﹅

において、環境を構成する諸事物の認知が身体的行為によって直接的に形として表現されているとき、行

為的直観が実行されているということができるし、その逆も言うことができる。この次元においては、主体と環境

との関係の変化の可能性を認めることは、両者によって保たれている事物の諸形態の配置が変化を蒙ることがあり

うるかぎりにおいて正当と見なせるが、創造の契機をそこに導入することはできない。なぜなら、この次元では、

主体はその環境にも自己自身にも、所与に対して新しい構成形態を自ら作り出すことはできないからである。この

次元での行為的直観において現実化されているのは、主体と環境との形態的相互限定である。

1.3 人間存在の自己形成作用としての行為的直観

厳密な意味での行為的直観、つまり高次の行為的直観は、歴史的実在の世界あるいは歴史的生命の世界の中で人

間存在によって現実化される。

行為的直観は歴史的世界において形が形自身を自ら限定するということからなる。それはこの世界の
﹅

「歴史的身

体」によってこの世界に
﹅

お
﹅

い
﹅

て
﹅

現実化される。それゆえもはやそこでは主体と環境との相互限定的な関係、つまり

本質的に連続性、反復性、画一性によって特徴づけられる二項関係が問題なのではない。人間存
﹅

在
﹅

による行為的直

観は、世界が自らの内部そのもので、諸々の形のある構成形態を自らに与えることからなる。この動的で創造的な

構成形態の知覚的中心が私たちの行為する身体にほかならず、この身体が西田によって歴史的身体と名付けられ

る。「形が形自身を限定することが、行為的直観と云うことである」7。つまり世界が私たち行為する身体によって
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自己自身を限定し、自己自身を形作り、その行為する身体も含めたすべての自己構成要素に〈形〉を与えることが

行為的直観にほかならない。

人間存
﹅

在
﹅

による行為的直観は、世界の諸事物の配置あるいはその構成形態の創造の起源に、世界の
﹅

世界自身につ

いての新しい認識ならびに世界の
﹅

新しい自己形成作用の産出の起源にある。世界のこれらの諸配置あるいは構成形

態は私たち歴史的身体を構成員とする共同体によってそれと認知され、共有され、保存されうるが、と同時に、そ

れらは一つの歴史的身体によって否定され、破棄され、変容させられることもありうる。自己形成的な歴史的実在

の世界における行為的直観の起動点として、人間存
﹅

在
﹅

はこれらの諸配置あるいは構成形態との関係において、それ

らの只中にあって、自らをある一定の形に自己限定する。この行為的直観によってこそ、世界は自
﹅

ら
﹅

を
﹅

理解し、自

らを表現し、その内部そのものにおいて自
﹅

ら
﹅

に
﹅

〈形
﹅

〉を、つまり諸々の形の構
﹅

成
﹅

形
﹅

態
﹅

を与える。

西田において、生物の世界とはただ「作られたもの」からなる世界であり、ある限定された諸形態の無際限の繰

り返しにとどまり、そこには創造性が見出されない世界である。それに対して、人間存在がそれとして生きる歴史

的現実の世界は、生物の世界とは異なって、「作られたものから作るものへ」と展開する 8。私たちの行為する身

体は作られたものであると同時に作るものであるから、まさに私たちの身体においてこの作られたものから作るも

のへの転回、反復から創造への転回がこの世界の只中に到来する。歴史的生命の世界では、作られたものは作るも

のを産出するために作られている。

「行為的直観とはポイエーシス的自己の過程である」9。ポイエーシス的自己は、歴史的身体として、歴史的現実

の世界の只中で行為的直観を実行する。一つの歴史的身体として具体化されている私たちの行為的自己は、世界の

自己形成の起動点として、自らを取り巻く諸々の形との関係において限定されたある形に自らを限定しながら、世

界の構成形態を創造する 10。それゆえこの世界における行為的直観に先立つ独立で自律的な自己の存在は排除され

る。私たちのポイエーシス的自己は、私たちの歴史的身体が〈いま〉〈ここ〉において歴史的現実の世界の中でそ

れぞれ個別的な仕方で自己限定するという意味において、かけがえのない事実である。私たちの歴史的身体それぞ

れのかけがえのなさが私たちのポイエーシス的自己の創造性の起源にある。しかしながら、ポイエーシス的自己は

時間空間の中で限定された身体的自己においてのみ具体化されるまさにそのことゆえに、私たちの自己における作

られたものから作るものへの展開は必然的ではなく、しばしば危険に晒される。私たちの自己の脆弱さは私たちの

歴史的身体が出会うこの不確実性あるいは困難に由来する。

�─自覚と行為的直観との区別と関係

2.1 歴史的実在の世界において行為的直観によって直接把握可能になる自覚

自覚とは、歴史的世界が自らの内部で自己限定し、自己形成し、自己表現するということである。自覚は根本的

に世界に属することがらであり、世界が自
﹅

ら
﹅

に
﹅

与えるものである。しかし、これらすべてのことが十全な仕方で現

実化するのは私たちの個別的な自己のそれぞれに
﹅

お
﹅

い
﹅

て
﹅

であり、その個別的自己の自覚は「かかる世界の自己自身

を限定する唯一的事実として成立するのである」11。

世界が自覚する時、我々の自己が自覚する。我々の自己が自覚する時、世界が自覚する。我々の自覚的自己の

一々は、世界の配景的一中心である。我々の知識は、世界が自己の内に自己を映すことから始まる 12。

世界の自覚は、それが私たちの自己において経験されることによって、私たちに世界を直接経験することを、つ

まり世界の直観を可能にする。この直観が行為的直観であり、歴史的身体としての私たちの行為的身体によって現

実化されるものである。自覚は、行為的直観がそれを歴史的実在の世界における私たちの行為的身体に直接把握可

能なものにするかぎりにおいて、行為的直観に同一化される。

2.2 自覚と行為的直観との方法論的差異

行為的直観と自覚とは、両者それぞれの経験を可能にする関係性の違いによって相互に区別されうる。行為的直
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観は私たちの自己の世界に対する原初的関係を示すのに対して、自覚は世界の自己自身に対する根本的関係を示

す。

私たちの自己が世界を映すということは単に世界が私たちの自己に対して対象として現れるということだけでは

なく、逆に私たちの自己が世界の
﹅

内部における行動する一つの観点であることを意味している。行為的直観は、世

界が世界自身を自らその内部そのものにおいて私たちの自己に対して現れさせるという原事実にほかならない。私

たちの自己はそこにおいて世界を構成する諸々の形の受容者でありかつ贈与者あるいは創造者である。無数の個物

である私たちの自己が世界を映す、言い換えれば、ライプニッツ的な意味で「表現する」13とき、世界は自己形成

的世界として自らに現れるのである。

それと同時に、行為的直観が私たちの自己に世界を直接的に経験することを可能にしているまさにその事実ゆえ

に、その世界に内属する私たちの自己の世界に対する関係とは区別されるべきもう一つの原関係があることが私た

ちの自己において直接感得されうる。それはその世界に内属する私たちの自己において世界の世界自身に対する関

係がそれとして直接把握されるときである。

西田は、自らの内部に自己自身を映す世界として私たちの自己がそれ自身によって把握される経験の構造に表現

を与えようとしている。私たちの自己においてその自己によって内的に経験されるこの二つの関係性の区別から出

発して、つまり私たちの自己の世界に対する関係と世界の世界自身に対する関係との区別に基づいて、科学の基礎

としての行為的直観と哲学の営為そのものである自覚とを区別しつつ、この両者それぞれに固有の規定を与えるこ

と、これが西田の試みていることである。

世界を構成する諸々の形は、私たちの歴史的身体において現実化される行為的直観によって、そのような諸々の

形として私たちに現れる。私たちの自己は、一つの種として、また身体的に限定された存在として世界に属しつ

つ、世界に対する個物として、この種的に限定された次元を超えていくことができる。行為的直観は、私たちの行

為的身体的自己において生きられているこの内在と超越の間の弁証法的関係にほかならない。私たちの自己は世界

を一なるものとして〈映し〉つつ、その内部において世界に対立し、世界をある一定の〈形〉において表象し表現

することができる。ここに科学の立場が成立するための可能性の条件がある。このような視野に立つとき、科学的

認識は自己形成的な世界をその内部におけるある点から対象として見て、それをある一定の形の記号的体系におい

て概念的に表現することであると言うことができる。

これに対して、哲学とは、私たちの個別的自己の個人的自覚ではなく、私たちの有限の自己において経験され、

その自己によって概念を通じて表現された、世界そのものの自覚なのである。この自覚において、世界は対象とし

て自己に対して現れるのではなく、自己の自己による自己における直接的な経験として内的に生きられる。

以上から、哲学と科学との立
﹅

場
﹅

の違いを、自覚と行為的直観とにおける私たちの自己の世界との関係の差異とし

て、次のように規定することができる。科学は行為的直観による私たちの自己と世界との相互的な関係に起源をも

つのに対して、哲学は世界の自覚によって、つまり世界の自己の自己に対する関係の直接把握によって始まる。科

学は行為的直観によって原初的に与えられた私たちの自己の世界に対する関係を対象化することによって表現する

のに対して、哲学は世界の自覚を表現する私たちの自己によって自らに開示された世界自身の自己表現である。

西田が哲学的知識と科学的知識との区別あるいは両者の方法論上の区別を規定しようとするとき、自覚と行為的

直観との差異はより厳密な仕方で提示される。それは「ポイエーシス的自己」と「創造的自己」との区別に基づい

た立論の中で為されている。

科学的知識は私たちのポイエーシス的自己がその焦点あるいは起点である行為的直観の現実性に基づいて成立す

る。行為的直観が私たちに与える原初的な確実性の経験が科学的知識の起源にある。しかし、行為的直観は、自己

形成的世界の直接把握として、相互に自己限定的で表現的な諸
﹅

々
﹅

の
﹅

形
﹅

の只中で現実化されており、それらの形に働

きかけ、それらに変更あるいは変容をもたらし、世界に別の配置あるいは構成形態を与えることができる。行為的

直観は私たちの自己それぞれを世界の創造的行為の焦点あるいは起点にしうるのである。この世界の創造的行為は

世界の創造性をある時ある所で実現、具体化する。しかしながら、行為的直観は世界の諸構成形態の認識の根柢に

おいてつねに作動しているとはいえ、それ自体は世界の創造性そのものの直接的認識ではない。行為的直観は、そ

の起源へと自らを向け返すとき、世界の創造性の原初的根源的認識へと私たちを導く。この方向において、私たち
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のポイエーシス的自己は、自らをそのようなものとして把握することを介して、創造的自己の自覚へと自らを深化

させていくが、この深化の過程が「否定的自覚」と西田によって呼ばれる思考過程である。この過程を自ら歩むこ

とそのことが方途という意味での哲学の方法にほかならない。

ここでもう一度西田における哲学的方法とその他の諸科学の方法との区別をまとめておく。諸学の構成の順序に

従うとき、哲学的方法が他のすべての科学的方法に先立つ。前者は直接的に創造的自己に基づいているのに対し

て、後者はポイエーシス的自己によって実行されるからである。このポイエーシス的自己は創造的自己に基づいて

いる。哲学的方法は厳密な意味での自覚によって実行されるのに対して、諸科学の方法は行為的直観に基づいてい

る。事実の順序に従うとき、反対に、行為的直観から出発して私たちの自己はポイエーシス的自己としてまず自覚

し、そしてこのポイエーシス的自己が自らの起源に遡ることを通じて私たちの歴史的身体において創造的自己とし

て自覚するに至る。そこにおいて自覚は世界の自覚を表現している。

2.3 創造的自己とポイエーシス的自己との関係

創造的自己は世界の始まりから始まり、たえず始まる〈始源〉である。ポイエーシス的自己は、それに対して、

世界の現実的な構成形態の只中にあって具体化された一つの始まり、一つの起動点である。世界が無限の多様性の

相の下に自己限定するとき、ポイエーシス的自己は世界において行為的直観によって時間空間的に限定された一知

覚的中心として経験される。世界が永遠の唯一性の相の下に経験される時、創造的自己は世界の只中でそれとして

自覚される。私たちの行為的身体において具体化されたポイエーシス的自己は創造的自己で
﹅

は
﹅

な
﹅

い
﹅

。前者は後者を

ある限定された形で表
﹅

現
﹅

す
﹅

る
﹅

。無限の創造的自己が私たちの有限の自己において歴史的生命の世界の絶対的自己否

定を介して自らを表現する。創造的自己は世界のノエシス的自己限定として自らに自らを現れさせる。それに対し

てポイエーシス的自己は世界のノエマ的自己限定の中で、自らの周りに構成される世界との関係において自らにそ

れとして現れる。

注

1 「自覚について」『西田幾多郎全集』岩波書店、24 巻、2003-2009 年、第�巻、505 頁［＝ IX-505］。

2 VIII-233．

3 西田において、「形」とは現実のすべての分節化を構成しているものにほかならず、それらの分節化は現実に対して超越的

主体によって構成されたものとしては考えられず、むしろ現実の内部において把握され、分節化された世界の中で自らに形

を与えることがその本質である行為する身体によって生きられたものと考えられている。

4 Ibid. 強調引用者。

5 Ibid., 215. 強調引用者。

6 Ibid., 233.

7 IX-497.

8 西田は「作られたもの」を「単に与えられたもの」からはっきりと区別する。後者は世界の外部にとどまる〈与えるもの〉

を前提とするのに対して、前者は世界の内部そのものにおいて作られる。

9 「自覚について」IX-526.

10 ここで問題になっているのは、私たちの自己とそれが生きる世界との相互的な表現的関係である。

11 Ibid.（Ibid.）

12 Ibid., 528.

13 この「表現する」という語の定義に関して、西田はライプニッツに依拠している。「映す」という語はここでライプニッツ

的意味での「表現する exprimer」の同意語として使われている。「あるものについて言えることと別のあるものについて言

えることとの間に一定の規則的関係があるとき、［・・・］あるものは別のあるものを表現している」（G. F. LEIBNIZ,

Discours de métaphysique et correspondance avec Arnaud, Paris, Vrin, 1993（6e éd.）, p. 180-181）。
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「超反省」に対するいくつかの反省
1

ジョスラン・ブノワ

翻訳：澤田哲生

まず避けて通ることができないのは、おそらく、次のような指摘である。「哲学の方法としての直観と反省」と

いう私たちに課せられた問いは、確実に、いささか時代遅れなものになっているという指摘である。今日、多くの

哲学者が、直観と反省のどちらか一方を、自らの方法の名目として援用するなどといったことは、もはや疑わし

い。同時に、問題は置き換えられただけであり、消え去ったわけではないとも、おそらく言いうるはずである。い

ずれにしても、直観的な契機、つまり諸事象を質的に体感する経験を自らの流儀で動員しない哲学はないだろう。

そもそも、哲学が直観という契機に譲り渡す分け前がどれほどのものであってもである。さらに、私たちが検討す

る予定の第二の項目に関わるものであるが、「反省」という少なくとも古典的な考えの下に潜む表象という作用

──意識主義的で、実体的で、さらに実
﹅

在
﹅

的
﹅

な
﹅

作用を生み出す実証的な表象作用──が、現在、とっくに克服され

てしまっているとしても、次のことは否定できない。つまり、私たちが諸事象の類を把握する際に発動されている

概念に関する問いと分析という、哲学的な解明作業は、何らかの反省的なことがらを保持しているということであ

る。ここで問題となる反省は、存在の自分自身への回帰や、存在が文字通りに作り出していることがらへの回帰で

はなく、規範への回帰という意味での反省である。つまり、存在が作り出すもののなかで、当の存在が起動させて

いる何がしかの規範への回帰である。

こうした問題に関わる諸々の事項は、確かに進化してきた。ところが、当の問題を構成している極となる部分の

類型──反省が及ばず、明証性という様相において、自明なものとして付与される直接性と、思考（この思考とい

うタームの位相がどのようなものであるにしても）の分節が発動される場である遠隔化という形式の間で構成され

る極──は、哲学の自己=定義にとって、議題および反
﹅

省
﹅

材料のまま残されている。こうした観点から、程度の差

こそあれ直観的ないし反省的なものである哲学の方法論は、過去に成立したのと同様に、現在も成立するのであ

る。

歴史的に見ると、この問いは、現象学の自己定義──ある意味、隠喩的であることに満足するだけではない「見

る」という実践的活動に基礎づけられた哲学的な方法という限りでの現象学の自己定義──という試みの中心部分

に位置するものであった。

ところで、指摘しておかねばならないが、初期の現象学、とりわけフッサールの現象学において、反省と直観と

いう二つの用語は、決して矛盾し合うものではなかった。というのも、ある種の直観が思念される場合に、それは

反省と不可分であるばかりか、当の反省の賜物でもあったからである。反省を通してのみ付与される意識上の諸体

験を直観することが重要となる以上、直観は反省の賜物なのである。

実際のところ、「体験」が第一次的な所与でないことは、根本的な事実である。これらの体験は、つまり、「感覚

され」、「体験される（erlebt）」のである。「直観」という用語で通常理解されているもの、つまり、「体感」される

だけなく、五感のどれか一つを通じて主題として見られ、理解され、把握される何ものかの現前が、モデルとして

想定されるなら、私たちが待ち望む直観というものは、体験の水準には存在しない。言い換えると、フッサールの

用語法において直観には志向性が付随する。つまり、直観には対象が備わるのだ。ところで、反省という作用のな

かでこそ、体験は「対象」として呈示される。この意味で、意識が対象と取り結ぶ直接的な関係は、決して客観化

を行うものではない。

したがって、次の問いは避けられなくなる。つまり、体験によって呈示されているものは、まなざしが回帰して
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ゆく場──つまり体験そのもの──を対象として構成する「反省」という作用によって、変形されてはいないかと

いう問いである。ここに反省という作用におなじみのパラドックスが再確認される。反省は、自分こそが通路を開

いたと考えている場を自分のせいでアクセスできなくするような形で、自分が触れているものを変容してはいない

だろうか。

こうした困難に際して、フッサールは意義深い答えを与えてくれる。

彼が言うには、ある水準において、困難は現に存在する。私は、自分の体験や生を、文法学者なら、直接性の指

標となるべく定められた内的対象を命名するような他動性によって、体験しようとは思わない。ましてや、一対象

に関わるのと同じように、自分の体験や生に関わろうとも思わない。この意味で、体験のなかに含まれる「生」

は、反省のなかで間違いなく失われる。

しかしながら、以上のことにより、ある別の水準でも、何ものか──体験の認識的な把握に属する何ものか──

が「失われている」のではないか。フッサールとは異なるが、彼の思想に適切に対応すると考えられる表現でこの

ことを説明するなら、文法学的な視点がまさに重要となるのだ。体験を生
﹅

き
﹅

る
﹅

こ
﹅

と
﹅

とそれを認
﹅

識
﹅

す
﹅

る
﹅

こ
﹅

と
﹅

は、同じ

ことがらではない。このことは、反省のなかで、何ものかが、体験を実際に喪失したことを意味していない。体験

は、いずれにしても、それが在るところのままに存在しているのだ。かたや、体験を認識する行為は、端的に言っ

て、それを生きることとは別の事柄に属している。つまり、あ
﹅

る
﹅

別
﹅

の
﹅

体
﹅

験
﹅

に属しているのである。この別の体験

は、それが在るところの全体において、その固有の「生」とともに、先立つ体験と結びついている。しかし、この

別の体験のなかで、固有の「生」はもはや体験されない。本来の体験を産出する意識は、まさに変容されるのであ

る。

他方で、この反省体験は、本性上、自分とは別の体験を把捉する。そして、後者との関係のなかで、体験の本性

は十全な形で定義づけられる。この体験の本性を定義づけるものは、かたや、当の体験を、それに固有の組成のな

かで、体験として把捉する。体験でないとするなら、つまり体験という形で体験され、過去に体験されたかぎりで

の体
﹅

験
﹅

そ
﹅

の
﹅

も
﹅

の
﹅

でないとするなら、反省哲学の古典的な意味において、私たちは何を反省しているのだろうか。こ

の意味で、反省が、自らの対象、すなわち体験の、対象になりえないという特質を消失させることなどありえない

のだ。反省の種的な性質への参照こそが、反省を反省たらしめ、反省という理念そのものに意味を付与するとして

もである。

かたや、どうして体験は反省によりいとも簡単に統握されてしまい、さらにこの種の統握作用が体験の形を変え

ることがないのか、という問題がある。この問題に答えるに際して、フッサールの観点に従うなら、体験に属する

存在類型の側面こそが重要となる。この類型のなかで、体験は、当の体験を所有する意識から諸体験への反省的な

回帰を通じて、把捉される。反省から対象を作り出す可
﹅

能
﹅

性
﹅

──体験が必
﹅

然
﹅

的
﹅

に
﹅

反省される可能性ではない──と

いう意味において、反省に備わる性質は、体験に内属した特質なのである。

反省が、反省されえないことがらの観察形式のようになってしまい、体験に対象の身分を付与し、当の体験をひ

とつの「事物」（ゆえに体験ではない）のように扱ってしまい、ついには体験へと回帰する動きそのもののなかで

は到達不可能なものになってしまったら、反省の意味は誤解されてしまう。反省に意味があるのならば、それが反

省されたものにおいて当然表現されるならば、そして反省のなかでこそ自
﹅

己
﹅

が関わってくるのならば、それは、体

験そのもの以外を対象とするはずはない。後者は、それ自体において直接的に対象というわけではなく、それは対

象の存在様態をとらない。しかし、そうしたことは、体験つまり人格的な体験こそが反省の作用のなかで与えられ

るという事実を、決して妨げることはない。この意味で、体験の「喪失」としての反省は、誤った問題設定であ

る。体験そのものが、反省のなかで、「付与された」ものとして現前するのでないとしたら、実際のところ、この

種の反省は、体験そのもの以外の何に対する反省なのだろうか。さらには、体験そのもの以外の何によって、反省

は、反省（例えば、「観察」と対立する意味での反省）としての特徴を与えられるのか。

フッサールの解答は、簡潔な点において秀抜であり、また根本的でもある。彼は、透明性と直接性という二つの

事柄を分離することで、問題を大胆に解決する。反省は直接的なものではなく、透明なものである。反省は、文法

学上では（定義上では、という意味において）透明ということなのだろう。

50 WEB国際会議「哲学の方法としての直観と反省」



この点に関して、現象学運動の以後の発展は、どちらかと言えば、ある種の懐疑主義とみなされてきた。反省の

透明性というテ
﹅

ー
﹅

ゼ
﹅

により認知されてきたものは、決して承認はされなかったのである。そして、直接性と反省の

どちらかを選択することが、相も変わらず、問題とされてきた。この矛盾から脱出するただ一つの方法は、直観自

体を反省的なものにする解釈学的タイプの解決であるかのように、現象学は、1920 年代以降、ハイデガー=ナトル

プ論争の根源的な舞台に回帰するようになった。

私としては、初期の現象学が成し遂げた成果と「そうとは知らずに」とでも言うべきその潜在的な解明作用に対

するカント的な抵抗の徴を、頑なに読み取ってみたい。こうした抵抗のなかで、当の解明作用は、一
﹅

つ
﹅

の
﹅

地
﹅

点
﹅

を
﹅

明
﹅

ら
﹅

か
﹅

に
﹅

し
﹅

た
﹅

の
﹅

で
﹅

あ
﹅

り
﹅

、
﹅

こ
﹅

の
﹅

地
﹅

点
﹅

に
﹅

お
﹅

い
﹅

て
﹅

こ
﹅

そ
﹅

、
﹅

い
﹅

わ
﹅

ゆ
﹅

る
﹅

直
﹅

接
﹅

性
﹅

は
﹅

、
﹅

私
﹅

た
﹅

ち
﹅

の
﹅

概
﹅

念
﹅

そ
﹅

の
﹅

も
﹅

の
﹅

の
﹅

な
﹅

か
﹅

に
﹅

存
﹅

在
﹅

し
﹅

た
﹅

の
﹅

で
﹅

あ
﹅

り
﹅

、
﹅

そ
﹅

し
﹅

て
﹅

後
﹅

者
﹅

は
﹅

前
﹅

者
﹅

に
﹅

拠
﹅

っ
﹅

て
﹅

立
﹅

っ
﹅

て
﹅

い
﹅

た
﹅

の
﹅

で
﹅

あ
﹅

る
﹅

。

ドイツの伝統に特徴的な現象学の解釈学的書き換えは、直観をすでにして反省的なものにすることで、反省に関

して想定された問題を解決しようとした。しかしながら、こうした書き換えについて考察するよりも、私たちは、

ある別の試みに立ち止まってみたい。この試みは、反省という概念を二重化することにある。ここで出てくるの

が、メルロ=ポンティの試みであり、それは極めてフランス的な「反省の哲学」と呼ばれる伝統に根付いている。

まず驚かされるのは、メルロ=ポンティがフッサールの説明に納得していないことである。彼は、問題を解決しな

ければならないと感じるあまり、問題が存在すると考えてしまったのである。この点に関して、私見であるが、彼

は間違っていた。しかしながら、なぜ、彼がフッサールの提示した説明に納得しなかったのかを理解することも重

要である。どの点において、フッサールの説明は不十分だったのか。より厳密に言えば、そこに過
﹅

剰
﹅

に
﹅

確認される

ものは何か。

周知のように、遺稿の『見えるものと見えないもの』で、メルロ=ポンティは、「超反省」という用語を導入す

る。「反省の哲学」の伝統を放逐するのではなく、彼は、ある意味で、それを修正し深く追求しようとしている。

自ずから忘却されるのではなく、そのものとして自らを統握し、いわば入れ子構造となった「良き」反省の形式と

なるものを定義することが重要だったのである。このように、超
﹅

反
﹅

省
﹅

は、その名が示す通り、まずは反省以下のも

のではなく、反省以上のものとして示される。ごく単純に言えば、極限まで推し進められた反省が議論されている

わけである。

反省と直観の関係に抵触する反省哲学の伝統的な矛盾──反省が直観の直接性を破壊するという矛盾──を解決

するために、「超反省」は、直接性をそのままの形で存続させ、メルロ=ポンティの用語で言うと、「実存的な」次

元を確保する。それは、「反省」と伝統的に命名されてきたものが行うような、主題となった存在を概念化するこ

とはないのである。

このフランスの哲学者は、超反省を、批判的でいわば二次的な作用のように、提示している。反省は、その存在

そのものにより、私たちを直接性から切り離し、直接性との間に距離を作り出す。ゆえに、反省に対して二次的で

批判的な作用によってこそ、私たちは、こうして失われた直接性という意味の成果に重みを与えることができる。

この意味で、直接性への到達は、修
﹅

正
﹅

さ
﹅

れ
﹅

、解釈し直された反省と同様に、何も直接的ではなく、高度に加工され

た哲学的な操作を想定するのである。この点に、メルロ=ポンティの歩みの根本的に「弁証法的な」側面が認めら

れる。

同時に、また以上のことからこそ、超反省は、自分自身を意識した反省と言えるのである。そして、それは、あ

らゆる点において、反
﹅

省
﹅

に
﹅

対
﹅

す
﹅

る
﹅

反
﹅

省
﹅

という形で、反省的な伝統をラディカルに押し進めた形式に属するのであ

る。実際に、超反省によって、あらゆる反省は、特定の状況に位置づけられた性質と実在的な根付きへと導かれ

る。この点において、超反省は、あらゆる反省に内属するもの、つまり事実性への投錨を、意識上へともたらし続

ける。超反省はこの投錨から脱出できず、後者は前者の発動条件ですらある。しかしながら、こうした投錨は、そ

のままの状態では、反省作用に追い回される。この意味で、超反省は、反省行為のな
﹅

か
﹅

で
﹅

、また反省行為から普通

は現出しないものを現出させる。

「主知主義」に抗い、ある別の反省概念を導入することこそが、メルロ=ポンティの戦略なのだ──この反省概念

は、とはいっても、主知主義の概念に関わることでのみ、さらには、いわばその修正版としてのみ、理解されうる

ものである。超反省は、このように、「直接性の喪失」という反省の謎そのものを糧としているのだ。

国際哲学研究�号 2013 51



では、この謎にはどのような意味があるのか。メルロ=ポンティを読み解くと、何よりも表象が問題とされてい

ることが確認される。この表象作用によって、「精神」と呼ばれるものは世界から切り離され、この抽象化のなか

で、それは自分自身に回帰してゆく。反対に、「超反省」によって、心的な態度により生み出される世界とのつな

がり（メルロ=ポンティの用語で「実存的」なつながり）が出現すると考えられる。

超反省が必要とされるのは、それが、孤立し、世界と関わらず、独力で到達可能な実体としての精神とその存在

論に対抗するためである。反省の伝統的な概念は、この存在論の上に居座っていたのである。ゆえに、問題となる

のは、フッサールの視点の根本部分に現に確認される「体験」の存在論である。つまり、いわゆる「体験」が、即

自的で、自ずから閉じられた領域を構成してしまうかのような存在論である。

ところで、メルロ=ポンティがフッサールの分析に施した修正は、（反省の）透明性という文法学上の条項と体験

の内部主義的な理解の緊密な関係（現にフッサールが想定した関係）が維持される場合にだけ、理解されうるもの

である。

ところが、見たところ、このつながりに必然的なものは何もない。もはや心理学的でないような意味で理解され

た「反省」は、私たちの心的な生を、その「直接性」──「体験」された「経験的」な意味での直接性も含む──

のなかで反省する。しかも、この反省は、心的な生を、私的で孤立した心的プロセスの全体や、いわば、支配のな

かの支配のようなものにすることはない。以上の考えがどうして支持されないのか。反省の透明性という考えは、

当の反省が位置づけられた世界との相互作用から直接性を剥奪せず、「直接性」という形式への接続を行使する機

能──そして反省が接続を行使する必
﹅

然
﹅

性
﹅

──という意味では、しっかりと支持されるのである。反省が何にして

も直接性であるならば、それは、実際のところ、世界そのものの直接性のことである。以上のことこそが実
﹅

効
﹅

的
﹅

な
﹅

思考でないとしたら、反省は、実際のところ、何に対する「反省」──この「反省」が、何らかの「心的作用」へ

と鏡写しのような形で回帰するのではなく、概念の開示というおそらくより好まれる意味での反省であるとしても

──なのだろうか。世界のなかに存在せず、この意味でまさに、経験を糧としないものは、思考ではないのであ

る。

以上のように、経験にアプリオリに結びついていた形而上学的な解釈の重しが外されたことで、フッサール現象

学の原則は申し分のないものとなった。この原則に従うなら、反省は透明性という形式を備えている。また、この

原則により、私たちは、直接性の意味を喪失するのではなく、当の意味が私たちに引き渡されるのである。それ

は、直接性に投錨し、概念の密度そのものにより、そこに構成的に自らを結びつける文法学的な指標となる。そし

て、この指標が、少なくとも私たちが持ついくつかの概念の特徴を明らかにするのである。かたや、「超反省」と

いうメルロ=ポンティの要求にも、方法論上の価値は残される。正確に理解するなら、それにより、私たちは、少

なくともいくつかの自分の概念が直観のなかに投錨されていることに気付くようになる。そして同時に、私たち

は、反省の伝統的な考え方につながる諸前提──内部主義的で「主知主義的」な諸前提──を乗り越えることがで

きるのである。

注

1 【訳注】「超反省」は、ブノワが以下で議論するように、メルロ=ポンティが『見えるものと見えないもの』で使用した用語。

彼はそれを次のように定義している。

「言いかえれば、われわれはここで、反省的転回とは違ったもっと根本的な操作、一種の超
﹅

反
﹅

省
﹅

（surréflexion）の必要性

を垣間見ているのだ。この超反省は、自己自身と、自分が光景の中に導き入れる諸変化をも考慮に入れようとするものであ

り、したがって生な物や生な知覚を見失うことはないだろうし、いずれにしてもそれらのものを消し去ったり、また知覚と

知覚された物とのさまざまな有機的結びつきを内在の仮説によって断ち切ったりすることはないのだ」（Maurice Merleau-

Ponty, Le visible et l'invisible, suivi de Notes de travail (1964), texte établi par Claude Lefort, accompagné dʼun avertissement

et d'une postface, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1999, pp. 59-60（モーリス・メルロ=ポンティ『見えるものと見えないもの

（付・研究ノート）』、滝浦静雄、木田元訳、みすず書房、1993 年、59ページ））。
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コメント

ゲオルグ・シュテンガー

�．山口一郎氏の「直観と反省をめぐって──西田とフッサール──」に関するコメントと

質問

山口氏の論稿は、ある種の要求をつきつけるものであり、この要求は哲学的に興味深いだけでなく、それを超え

て、アクチュアルな現在の討論にとって起爆力をもっているといえる。すなわち、一方で西田幾多郎の思惟を現象

学的に含蓄されている内実や現象学的な基盤となっているものに関して探査する試みがなされ、他方で、間文化的

思惟にとって、西田の思惟の道の根本的な問いと問題設定を実り豊かなものにする可能性が、現象学的内省が遂行

されることで、開示されているといえる。このとき、西田の思惟が再考されるのが決して偶然でないのは、それに

よって、明治時代の開国以来、日本哲学の原点、まさに里程標が描かれるからである。このような背景のもと、山

口氏の論稿は、「直観と反省」という問題設定を引き受けようとする。この問いは、西田の構想とエトムント・

フッサールの構想との対置によって解答されるものとされている。前もって全体的にいえることは、山口氏の論文

は、そのために、解釈上の引き立て役を用いることで、西田においてみられるすべての設問は、「すでに」フッ

サールにおいて立てられずみであり、いわばそこでは、「よりよく」、また「〔明確に〕論証されている」ことから

して、「より根拠づけられて」示されているとされるのである。私がここで「すでに」というのは、時間的な意味

ではなく、体系的な意味でそういうのであり、というのも、フッサールの『厳密な学としての哲学』と西田の処女

作『善の研究』とが同じ、1911 年に出版されているからである。1916 年の『自覚における直観と反省』に正面か

ら取り組む山口氏は一方で、西田の思惟の出発点の自己確認を示すものであり、西田はそこで、ドイツ哲学、とり

わけ新カント派（ロッツェ、コーヘン、リッケルト）に代表される当時の傑出した諸構想、および、ライプニッツ

のモナド論とフィヒテの「事行」、ならびにフランス哲学、とりわけアンリ・ベルクソン（生命の飛躍（élan

vital）、持続（durée）、創造的進化（Lʼévolution créatrice））の思想の受容に関わっていた。そのさい、西田に

とって最終的な問題とされたのは、「自覚」が展開する行程とその帰結を究明し、場の思想の準備をすることに

あった。後期西田にあって、およそ 1926 年以来、いわゆる「場所の論理」に向かうことになる。フッサールと西

田を結びつけるものは、そのつど、自分固有の思惟の端緒をたえずその哲学的拡張と深化に向けて進展させること

であり、また両者が同時に通達していたのは、哲学的基礎づけの仕事全般をやり遂げる能力であった。私がここで

問うてみたいのは、西田の思惟の行程全般を考慮したいとおもうことからして、この 1916 年の著作だけに関係す

るものではない。この会議の討論の方向に即して、いくつかの事実をめぐる問いと、批判的な問いかけを行いたい

が、そのさい、縦横にまた詳細に展開されている山口氏の分析にはそぐわないのだが、数少ない問題点に制限せね

ばならない。

�）西田は、はたして、上に述べられた哲学者たちとその端緒を本当に彼の思惟に統合しようとしたといえるのだ

ろうか。もしそれが正しいとすると、彼は、それらの体系的思惟を伴って現れる前提条件をすべて承認せねばなら

なかったのではないのか、その結果──山口氏の本文ではこの見解に傾いているように思えるのだが──、西田の

根本的で、始めから終わりまで一貫された試みである（「純粋経験」から始まって、「場所の論理」まで）「主客未
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分」の領域に至ろうとする試みは、最終的には頓挫した、少なくとも、相対的なものとして評価されなければなら

ないということになるのだろうか。それを積極的に表現すれば、西田は、むしろ、この構想を自分自身批判的に展

開しつつ、まさにそれを通して、「純粋経験」から「行為的直観」へと移行するその思惟を、その思惟そのものの

より深きに位置する次元、したがって「形式論理的思惟の経験と内容に関係づけられた経験の体系の二分法以前の

次元へと突破するために」、より明確に際立てることになったというのが実情なのではないだろうか（西田、1917

年の著作の序論を参照）。見落としてならないのは、西田は、──このことはいかに称賛してもしきれないのだが

──おそらく、西洋思想を同等の立場で受けとめようとした初めての日本の思想家であること、またそのさい、西

田は、西洋の概念図式を、部分的に無批判的に受け止めることになり、これらの哲学的概念規定の内的意味論を自

分固有の思惟に持ち込んでしまったことである。このことは、私には、その当時の大変、狭隘な受容の可能性とい

うことからしても、大いに考えうることであるように思われる。このことが欠陥であることが見過ごされてはなら

ないのである。したがって私は、西田の独自の出発点を、まずもって、広義の意味の西洋的思惟の体系、およびそ

れに結びついている概念把握の基準によって判断することなく、むしろ、西田の思惟は、これらの概念理解に寄与

することはあったとしても、同時に、今日の言葉でいえば、それらの脱構築を試みたという立場に立ちたい。

�）西田はすでにこのテキスト（『自覚における直観と反省』）で部分的にフッサールに言及し、1926 年の場所に

ついての論文では、『論理学研究』を取り上げ、その「カテゴリー的直観」を取り扱っている。フッサールは、無

論そこにとどまることなく、また西田の「行為的直観」とは異なった意味（意義）の領層にその立場をとってい

る。この論文でも西田は、対話の相手として、多くの著名な哲学者について、それらの哲学から帰結することすべ

てをともに行使することなく、言及している。「人は、事象において本来、意識と対象に先行する『間（あいだ）』

として活動するものを判断作用（カント、等々）として考えている」（同上、78 頁以降を参照）。西田は、彼に

とってたえず、その都度の「意識の仕方」に関係づけられているとされるフッサールの志向性の概念に向けて、次

のことを強調する。「知の根底となる直観〔ここに西田はフッサールをみる〕であっても、それはすでに意識と

なった意識であり、もはや活動的な意識ではない。真の活動的意識、ないし真の直観は、作用の継続する基づけを

とおして変化するのではなく、むしろ逆に作用が活動的な意識において基づけられているのである」（107 頁）。私

がこの関連個所を引用するのは、そこに西田が「行為的直観」や「場所の論理」について語るときに意図し、「意

識」の理解、すなわち「活動的意識」といわれるときの意識の理解が要求するものであるからであり、このような

意識は、いわゆる「意識哲学」においてはいかなるテーマでもなく、また、テーマにもなりえなかったものであ

る。したがって西田は、すでに「意識野（後の現象学者や、すでにW．ジェームズのように）」について語ってい

る。しかし、彼は、この意識野を「力の場」以上のものと解釈し、そこから何かがはじめて、自己自身を知覚し、

他のもの、対置するもの、対象といったものを知覚できるとき、はじめてその何かになることとしている。直観と

直覚の間の直接的近似性を西田は、事象そのものにおいて根拠づけられるものとみなし、この事象とは、この両者

とともに──西田は両者を分離していないように思える──直接的で同時に包括的な完全な事象の把捉、全体的地

平、的確には、全体的次元とともにある対象の把捉が生じるといえ、この次元は、同時に、そのとき相互に所与し

あい、すなわち、相互に際立ち、的確には、相互に現れ出てくるといえるのである。

西田は、このことを「直接的体験」、「純粋経験」と呼び、これなくして、いかなる直観も直観として、また、い

かなる反省も反省として可能ではないのであり、両者そのものがこの出来事についての反映であり、この出来事が

この反映を、それが出発点であると思念しつつ、分派させる。私の理解するところでは、西田は、直観と反省の差

異の手前、経験と思惟の差異の手前で始まる次元を目指しており、それだからこそ彼は、現実の出来事が現れくる

ところに眼差しを向けていたのであり、この現実の出来事は、先反省的性格をもつだけでなく、あらゆる主観−客

観の配置以前から始まっているのである。「固有の意識状態の直接的経験において、いまだいかなる主観も客観も

ない。認識とその対象は完全に一致している。これは経験のもっとも純粋な形式である」（『善の研究』独訳、29

頁）。西田の多様な現象の記述、すなわち「音楽の演奏」、「山登り」、「数学」の記述でさえも、そのような経過す

る経験のプロセスに向けられており、このプロセスは、「知覚の持続」（同上、32 頁）について語ることを可能に

させ、努力や練習、能動性や受動性のかなたで生じているといえるのである。
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ということは、より詳細にみると、あらゆる具体化とともに、また具体化において、（また具体的な行為におい

て）そのつど次元の全体が開示され、相互に調達しあう、具体的な行為と一般的な次元の相互に相対しつつ創出し

あう、開示する出来事について語ることができるのである。したがって決して偶然でないのは、西田が、後のテキ

スト『働くものから見るものへ』（1927年、『西田幾多郎全集』第�巻）で、このことについて詳細に述べられて

いる内実である。このような問題の配置が、具体的経験である《赤という色》の問題設定に応用され、そこで西田

が「〜においてある」というトポスによって示したいとしているのが、まさにここで描かれた配置にあって「自己

が自己において自己を映す」ということが生じていること、またどのように、「自己が自己において自己を映す」

ということが生じているのかということ、そしてこのことが、経過的である色のあらゆる感覚とあらゆる色の判断

として、「そこにある」こととしての「意識」がなおそこに位置づけられるべきであることなのである。

ここで問うてみたいのは、このような事態（Sachverhalt）は、フッサールの「原意識」と「発生的現象学」な

どから出発することと相互の建設的な関係にもたらしうるのではないかということである。そのさいおそらく、強

調すべきこととして、フッサールは、先志向的で先述定的な「意識性」の深層へと、「受動的綜合」や「生活世界」

の問いが定題化されているように、遡るということであり、西田にあっては、ある意味で逆向きに、この深層から

出発して、どのように自覚として様々な領層において「意識」になるのかが示されてあるべきである、というよう

に、言えまいか。しかし、確かに熟慮すべきであるのは、そのような対比は、個々のそれぞれの思惟の構成要素が

異なっていて、ことなった基盤に基づいていることからして、なかなかはかどらない歩みであることである。

�）西田が格闘しているトポスである「（絶対）無」は、彼の思惟を現に導いているのであるが、この絶対無は、

否定されうる前提を必要とするようないかなる「否定」に従属するものではないことである。「真の無は、しかし、

この対立する無なのではなく、存在と無を内に包むものである。すべての存在の否定するような無でさえ、それが

対立的無である限り、それはなお、ある種の存在である。［…］真の無の場所は、この意味で存在と無の対立を超

え、存在と無をその内において生起させる」（『場所』、独訳 83 頁）。西田の思惟が私たちに突きつけるのは、「否

定」という名辞を否定的にも内的にも、また「弁証法的」にも考えられるべきではなく、通常の慣れ親しんだ思惟

の軌条をはみ出すものとしてあることにある。「真の否定は、否定の否定である。もしそうでなければ、意識一般

と無意識との間の違いがないことになり、意識の意味が消失することになろう」（84頁）。

空の仏教的な伝統とむすびついた「絶対無」のトポスが区別されているのは、根本的なあり方において、このよ

うなトポスを知らない西洋の思惟なのではなく、──とりわけ、西田は、いかなる意味であれ、かなたの世界を意

図しているのではないが──この世界の「無底」そのものが自己に「語りかけている」のであり、この無底は、端

的にいって客観化されえないのであり、なぜなら、それは、すべての出来事や歴史的な現実性のある種の源泉とし

て作動しているからであるとはいえまいか。したがって、後期の西田は、この出来事を「不連続の連続」とも名づ

け、それは、生じないということがないというのではなく、取り集めつつ、「規定することのない規定」といわれ、

すべての契機を相互内属的に配置して、それらを「表現的」に、「創造的な」働きかけとむすびつけて、現出させ

ているのである。

したがって、私には、上田氏の西田解釈は、フッサールに即するより、むしろ、このような軌道にそっているよ

うに思われる。上田氏の解釈は、ハイデガーが「自己」を定題化するときのハイデガーにより近いのではないだろ

うか。もちろん、ハイデガーのように、「自我」に由来する「自己」の様相から始めるのではなく、上田氏は、「自

己を没した自己」としての「原−経験」について語り、この自己を没した自己は、その具体的に結びついている世

界（性）と無の無というあり方の脱実体化する力動性に向けての無限の開き──上田氏は「無限の無」とも呼ぶ

──との「二重の開け」において進展しており、正確には、この無限の無に「根拠づけられ」、より的確には、「無

−根拠づけられている」と言われるべきではないだろうか（Sh. Ueda „Wer und was bin ich? Phänomenologie des

Selbst in der Perspektive des Zen-Buddhismus“, in: ders. München/Freiburg 2011, 193-215を参照）。

にもかかわらず、強調されるべきは、山口氏が、フッサールの「受動的綜合／受動的で作動的な志向性／相互主

観性」などについての論述が、フッサールと東アジア的／日本的思惟との間の、ふつう見られているよりも、より

本質的に近いことを指摘していることである。このことは「修練」や「実践活動」の問題にまで呈示され、井筒に
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よる洗練されたメルロ＝ポンティと大乗仏教（脱事物化、脱主観化、空、無）と現象学（客観的世界の此方、先-

述定的見方など）の対置によっても強固な見解とされている。

�）西田も上田も同様に、「間」からこそ思惟しているのではないのか。すなわち、「（間にある）何か」を意味す

るのではなく、そこから対置される、主観−客観、個人／人格−共同体／社会、自己−世界、存在−無、などの媒

介変数がそのつど可能な関係づけが経験されるような次元を問題にする、そのような間からこそ思惟しているので

はないのか。問われるべきは、西田は、上田によれば「個から」思惟する自己批判をとおして、大橋とともに西田

は、「世界から」出発し、そのさい、「世界」は、開けの出来事という意味での「場所」の「様相」としての世界と

理解され、この開けの出来事からこそ何かが、すなわち、そもそも何か一般が展開するとされるべきであろう。

�）上田は、すべての根底に位置する自我の問題系に批判的に関わることで、ブーバーの「我汝関係」に関連づけ

るが、それは、他に位置する、禅仏教の背景のもとで初めて明らかになる「出会い（関係ではない）」を目指して

いるのであり、この出会いは、間からこそ、上田のいうように、「絶対的無の無底における「無底の間」」（同上、

211頁）から理解されるのである。西田は、また、1932年の「無の自覚的規定」への導入のテキストの第�章で述

べられているように、「私と汝」を次のように描いている。「私は汝を汝としてみることで、私は私であり、汝は私

を私としてみることで、汝は汝である。表現の根底に意味があるのでなければならない」のであり、この意味は私

たちを全く同一のものにするのではなく、まさに、「絶対的な否定」をとおして「相互に結びついている」のであ

り、そこにおいて「我と汝」として生じさせるのである（西田、『場所の論理』、49頁）。確かに、ここでもそうい

えるのは、上田は、その分析において、西田の場合よりもより強く、現象学的に遂行された分析が呈示されてお

り、このことは、再度、後期フッサールとの対話が実際、有意義であることを告げている。

にもかかわらず、問いとして残るのは、フッサールの相互主観性の構成にしろ、またブーバーの「永遠の汝」に

向かう「我汝関係」にしろ、事象そのものからして、また、「直観と反省」の間の配置の問いに関係づけられるこ

とによっても、また、文化的宗教的組み合わせという背景からしても、実は、山口のテキストから想定される以上

の〔両者の間の〕断絶がみられるのではないか、という問いである。さらに問われるのは、本当に、山口の指摘す

る批判、すなわち、西田において「我それ関係」をもたらしうるような社会の重要性と制度化の問題が思惟され、

展開されていないとする批判は、妥当するのだろうか。西田の「私と汝」の分析において、まさに、その内的な帰

結として、まさにこのことが指摘されているのではないのか。西田は、「それ自身のうちに絶対的他者をみる真の

自覚は、社会的であるのでなければならない。［…］したがって、私は、私の人格的行為の反応を通して汝を知る

ことができ、汝は、汝の人格的行為の反応を通して私を知るのである。［…］そのような行為において私と汝は、

合い触れる。つまり、行為と行為の応答をとおして、私と汝は合い知る」（同上、178 頁）。後期の西田は、田辺か

らの刺激を受け、「創造的世界概念」を発展させようと試みた。この概念は、──西田の用語に即して──「絶対

矛盾的自己同一」において、そこに由来する「社会的」並びに「歴史的世界」をはっきり示していた（『場所的論

理と宗教的世界観』を参照）。この根本的な研究においてまさに、とりわけ明確にされるのは、西田が「行為的直

観」で考えていることであり、「知とは、自我が自身を乗り越え、脱自することであり。これが逆に意味するのは、

事物が自我となり、我々自身を規定することである。知の活動は、知るものと知られるものとの矛盾的自己同一に

おいて生まれる（強調は筆者による）。無意識も衝動もまた、すでにそのような行為である。まさにこのことを私

は、「行為的直観」と名づける。われわれの自覚のもっとも内的な根底に、われわれそのものを乗り越える何かが

位置する。より深く自己を知り、自覚すればするほど、超越が増す。我々自身、そこからして同時に超越である内

在において活動的であり、同時に内在である超越において、つまり矛盾的自己同一において活動的である。［…］

そこ（行為的直観）において、自己の立場から事物を眺め、その自己の立場において、意識的自己は、越えられて

いる。［…］ここで問題になるのは、自己の自覚的次元である」（同上、243 頁）。この他に、明らかにすることが

できることとして補足せねばならないことは、行為的直観はたんなる「知的直観」に対して、徹底して身体に根づ

いているだけでなく、「規定されて」いることである。
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�）最後の私の質問は、間文化的現象学が、──私は、間文化哲学研究にあって間文化現象学の意義と有効性を大

変高いものと思っている──豊かに発展するのは、パラディグマ（範例）として呈示されている出発点や構想が、

相互に対話にもたらされることで、相互に挑発しあい、相照らしあうことによるのであり、しかも、そのさい、ど

ちらか片方が支配的であるということはなく、その逆に、相互に育成しつつ、そのつどより深く、その「根底」と

「無底」とにいたるのではないのか、ということである。私は、この開かれた、未来に方向づけられたテーゼが山

口の分析にも同様に、備わっているとみている。

�．黒田昭信氏の「行為的直観と自覚──諸科学の方法の基礎と哲学の方法──」への

コメントと質問

黒田氏は、後期の西田の作品に関係づけて、自然科学の方法と哲学の方法との関連と相違を明らかにしようと試

みる。このとき、氏は、二つのトポス、すなわち、自然科学のパラディグマ（範例）を基づけるとされる「行為的

直観」と哲学の自己理解を基礎づける「自覚」を確定して、論究を進める。この二つのトポスが西田の思惟そのも

のにとって多大な意義をもつかぎり、またそれだけでなく、往々にして、この二つは事象からして「同一のもの」

を意味すると思われていることからして、それだけ一層、黒田氏が自然科学と哲学の方法の間に相違、ないし依存

関係を見ていることが、興味深いものとなる。氏が提案するのは、自然科学的思惟に「ポイエーシス的な自己」と

いう捉え方を、そして哲学的思惟に「創造的な自己」という捉え方を割り当てるとするのだが、一見すると、二つ

の捉え方は大変、近接しているようにも思えるのだが、他方、二つの間の境界設定も決定的であるようだ。黒田氏

の対比をとおして述べれば、「自然科学は、対象化をとおして自己表現を行う」それも「原初的に与えられている

私たちの自己の世界への関係」という基準のもとでそうするのに対して、「哲学は世界そのものの自己表現として

理解され、私たちの世界の自覚を表現する自己によって開かれる」（47 頁）。おおよそこのような大枠によって黒

田氏の解釈を理解し、下記のように氏のテキストに即した質問をあげてみたいと思う。

�）西田は、その哲学のなかで、「唯一、核になる問題を取り扱った」と述べている。その問題とは、「生」という

問題一般である（『西田幾多郎全集』、第	巻、哲学論文集、1939 年「場所の論理」、独語訳、66頁）。西田はその

全体的思索の道を、多様なあり方で問題とし、たえず深く探求しつつ解答するよう試みた。この問題要請に正面か

ら取り組むために不可欠であることは、とりわけ哲学的な、すなわち体系的で概念に即した営みとして西洋の哲学

の伝統を取り入れることであった。これに関連する私の質問は、そこには、──この西洋思想との格闘において

──西田の行う自然科学と哲学の間の区別の狭隘さ（ポイエーシスの自己と創造的自己との連関を参照）と、いわ

ゆる客観性と量的計測を基準にする理解が西洋の思想史において、遅くともデカルトから始まり、今日まで（生命

科学や認知科学、等々）、間断することなく続いていることとのたえざる摩擦が存在しないのか、という問いであ

る。別の言い方をすれば、西田において、世界についての理解は、自然科学に関連して（「行為的直観」との関連

を参照）いわゆる自然科学に広まっている「客観性についての信仰」とそう違わないあり方でその考察が始められ

ているのではないのかということ、すなわち、この客観信仰は、フッサールに即していえば、実証主義や心理主義

的だけでなく、いわゆる「実在論的」世界像（実直な自然な態度）に基づくというだけでなく、それにともなって

現れる「主観の相対性」の方法論的接近法によって断念されているはずの客観信仰を出発点にしているのではない

のかという疑問である。

あるいは、黒田氏が引用しているように、西田が焦点を向けているのは、「行為的直観は『極めて現実的な知識

の立
﹅

場
﹅

を云うのである。すべての経験的知識の基となるものを云うのである』。しかしながら、「行為的直観そのま

まが知識だと云うのではない」。行為的直観はあらゆる認識のいわゆる出発点でもなければ、その直接の基礎なの

でもない。認識の展開を通じて、行為的直観はつねに世界の直接把握として働いているのである」（45頁）という

ことである。いったいどの自然科学者が、ここで自然科学者としての根本了解からしてこの見解に賛同しえるだろ

うか。
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�）黒田氏は、説得力を持って「行為的直観」と「自覚」とを区別していて、そのさい、西田とともに、前者が後

者に基づけられているように記述している。この意味で言えるのは、西洋近代の刻印をもつ自然科学は、哲学に基

づいているということであり、歴史の経過とともに独立し、いわば、反哲学的なプログラムが確定することになっ

たことである。他の言い方をすれば、哲学は、西田にあっても、また西洋の思想家にあっても、いまだなお、方法

論的接近の仕方として把握されうるのだろうか、と問えることになり、あるいは、むしろ、「哲学的問い」は「個

別科学」と「哲学」との間の境界設定を要求し、その結果として、哲学から個別科学が、また、個別科学から哲学

が定題化されねばならないのだろうか。この問題については、すでに後期フッサール、ハイデガーやその他の人々

が、はじめから問題にしているといえ、私には、西田にとっての主要関心でもあったと思える。そのとき、〔狭い

意味での〕「方法」は「道」から外れることにはならないのか、と問われる。「方法」とともに事象への接近が、事

象そのものを前提とし、何らかの形でまえもって理解されていたともいえよう。こうして「道」が示したいのは、

いかに事象と方法が、はじめは分離して生じていたかということである。したがって、古来の東アジアの考え方に

よれば、人の行く大地は、歩くことではじめて生成し、歩くものと、そこへと向かう事象（実在のもの、等々）も

また同様に生成するのではないのか（黒田「この経過を歩むこと、これは方法、「道を行く」という意味での哲学

の方法に他ならない」（48 頁））。

�）このことが明らかになるのは、「形」という用語を使うときである。黒田氏が強調するのは、「西田において、

「形」とは現実のすべての分節化を構成しているものにほかならず、それらの分節化は現実に対して超越的主体に

よって構成されたものとしては考えられず、むしろ現実の内部において把握され、分節化された世界の中で自らに

形を与えることがその本質である行為する身体によって生きられたものと考えられている」（48 頁、注�）という

ことである。形とされているこの概念は、形態〔形態心理学の形態〕の概念に近いように思え、また、経過する構

成の作業、まさに「形式」と「内容」の自己形態化の仕方を定題化しているといえる。したがってまた、諸事物

は、「むしろ行為的直観によって開かれる世界において主体と対象とがそれとして分節化される。行為的直観に

よって直接把握された諸事物は、世界のうちに行為的直観の「形
﹅

」そのものを描
﹅

き
﹅

出
﹅

す
﹅

」（45頁）とされる。ここ

で問われるのはまず、この「形」の概念は、自然科学的パラディグマによって覆われてしまってはいないか、むし

ろ西田とともに、──ルネサンスの遺産ともいえるが──芸術と科学を再度、接近させるべきではないのか。それ

によって、その両者が「（作るものと作られたもの）の矛盾的自己同一として、同時に行為的直観というあり方に

おいて（生じる）」（『西田幾多郎全集』第 10 巻、序文 1941 年、「場所の論理」 67 頁）とはいえまいか、というこ

とである。

西田が強調するように、芸術だけでなく、「自然科学的認識も、歴史的世界の自己形態化の表現として理解され

うる、また理解されなければならない」（同上）のならば、主観と客観（対象）そのものが、ともに形態化された

ものとして生成し、形態化の可能性のための前提にされる極として想定されるのではないとき、そのとき、西田に

よって、自然科学の他の根本的理解が示されている、すなわち、実際、行為的直観の「ポイエーシス的自己形態化

のプロセス」において告げ知らされているのではないのか。黒田氏の論述は、次の引用にみられるように、この見

解に相応しているように思える。「この行為的直観によってこそ、世界は自
﹅

ら
﹅

を
﹅

理解し、自らを表現し、その内部

そのものにおいて自
﹅

ら
﹅

に
﹅

〈形
﹅

〉を、つまり諸々の形の構
﹅

成
﹅

形
﹅

態
﹅

を与える」（46頁）。

�）�．�の「人間存在の自己形成作用としての行為的直観」（45頁）で、「動的で創造的な構成形態」としての

「私たちの行為」し、それによって同時に「歴史的である身体」が指摘され、さらに詳しく、「私たちの行為する身

体は、作られたものであると同時に作るもの」であり、とりわけ、この私たちの行為する身体とともに「作られた

ものから作るものへの変換が（生じ）、この変換は、他の生物のたんなる繰り返しではなく、世界のただなかにお

ける創造へと導く」としている。西田を引用して、「行為的直観は、ポイエーシス的自己の過程である」とするこ

とから、黒田氏は、帰結するものとして、「私たちのポイエーシス的自己は、私たちの歴史的身体が〈いま〉〈こ

こ〉において歴史的現実の世界の中でそれぞれ個別的な仕方で自己限定するという意味において、かけがえのない

事実である」（同上）としている。しかし、西田において、すべてが「矛盾的自己同一」において「非連続の連続」
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の行程を経て発展し、自己自身の表現に至るというとき、いったいどのようにして個別性にいたるのだろうか。そ

して、いったいどこにこの創造性が由来するのだろうか。「創造的自己」はどこに由来するのだろうか。西田にお

いて創造的自己は、あらゆる個別性の概念の「此方」に出発点をとるのではないのか。というのも、この個別性の

概念には、（ライプニッツやフンボルトのように）いかなる優位な基礎的立場も付き添われていないからである。

�）西田の自覚の理解、そこで、「矛盾的自己−規定」が、いってみれば、すべての出来事に表現されている自覚

の理解が、ライプニッツのパースペクティヴ的眼差し、ないし相互の鏡映という見解と同じとしてよいのだろう

か。これに関して、二つの問いがたてられる。西田がライプニッツを有望とみなしたとしても、なお問われるの

は、西田の、「否定的無」とか「無の一般者」とか「創造作用」といった構想は、全体の体系からして、ライプ

ニッツとはことなった領野で繰り広げられ、なかでも、ライプニッツは厳格に、現象学、いやむしろ彼の現象学

──自然科学もまたこの現象学を役立てているのだが──とモナド的な、無窓的と把捉された形而上学とを区別し

ている。背後で、いやむしろ西田の分析そのものにおいて、（この関連について 47 頁以降を参照）──「我々の個

別的自己における［…］自覚の完全な実現」に関して、この個別的自己からして、再度、世界が規定され、その逆

もなりたつのだが──ライプニッツによるキリスト教的な形而上学とは異なった世界の洞察が立ち現われてくるの

ではないのだろうか。むしろ、この世界の洞察を、禅仏教の根本理解と一致させ、どのように記述したところで、

ライプニッツにおいて、それだけが創造的原理とされる中心モナドについて語るのではない、とするべきではない

だろうか。

�）a） 黒田氏によってなされた「ポイエーシス的自己」の「創造的自己」による依存性ないし、「創造的自己」

に対しての下位性の主張は、納得のいくものである。とりわけ、それによって自然科学の哲学に対する関係が際立

たせられるといえる。ではそのとき、アリストテレスの区別であるポイエーシスとプラクシス（実践）とはどのよ

うな関係にあるのだろうか。というのも、この区別においては、いまだ、自然科学の端緒は、近代という視点から

して、いまだそこに認められていないからである。

b） もし、自然科学が「行為的直観による私たちの自己と世界との相互的な関係に起源をもつのに対して、哲

学は世界の自覚によって、つまり世界の自己の自己に対する関係の直接把握によって始まる。科学は行為的直観に

よって原初的に与えられた私たちの自己の世界に対する関係を対象化することによって表現するのに対して、哲学

は世界の自覚を表現する私たちの自己によって自らに開示された世界自身の自己表現である」（47 頁）とするなら

ば、次のような問いが立てられることになる。「自覚」についての分析において、──ここで「哲学」の領域とし

て記されている──世界、対象、象等々がすでにともに受け止めているのではないのか、自然科学はそれらにそく

してこそ、問題設定を行うといえる。ではそのとき、「自覚」と「行為的直観」は、とりわけ、後者が傑出して哲

学的であって、自然科学的にではなく理解されるべき概念であるとき、どのような関係にあるといえるのだろう

か。

�）文頭に引用した個所で、西田が「唯一の核になる問題」について語っていたが、それに関連づけ、西田は次の

ように語っているが、それを問題にして、同時に、この個所で西田が間文化哲学の構想について考えたであろう方

向性に関する質問をしてみたい。西田は、「現在の歴史的時代〔状況〕において〔1939 年に書かれている〕、すな

わち、われわれが特に他の諸文化に対峙している時代において、われわれは、われわれの先祖の文化を振り返らな

ければならず、もっとも根源的な見方、考え方に立ち戻り、それらを思考によって把握するようにする必然性をみ

る」（『西田幾多郎全集』、第	巻、「場所の論理」、66頁）としている。

�．ジョスラン・ブノワ氏の「超反省に対するいくつかの反省」についてのコメントと質問

ブノワ氏は、もっともな問いとして、この両極性、「直観」と「反省」の間の分離は、まさにこのことが「哲学

的方法論」として議論されるとき、すでに乗り越えられているのではないかとしている。二つの領域と概念性は、
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はじめから互いにいわば溶接されているのではないのか。たとえ、そのつど、そのうちの一方が、優先されたテー

マになる、あるいは、そのつど他の側にとっての出発点になるといった根拠があるとしても、である。ブノワ氏の

考えの道筋を正しく理解したとすれば、一方で、フッサールの基本的な方法論的見解を保持し、それを同時に、特

定の観念論的で「形而上学的」な残余を批判的に熟考したい、とするものである。

他方、彼は後期メルロ＝ポンティの、その標語である「超反省」に遡ることで、フッサールの構想に関して、批

判的な介入の個所に注意をむけ──このフッサールの構想に彼はこの直観と反省の分離を帰することはないのでは

あるが、やはり、こっそりと、ある意味で、なおそこに従属するように見ているのだが──、それも、この旧式の

直観と反省の分離を、メルロ＝ポンティのいう「反省の反省」の領域へと置き換えられることによってである。そ

れを通して彼は、メルロ＝ポンティとともに、一方で得るところは、「直接性そのもの」が存続しうることである

のだが、それは「実存的次元」がそのたんなる「主知主義化」の彼方に留まることによってそうなるとしている。

彼は、最終的には、メルロ＝ポンティの思惟の出発点は、やはり「間違った」位置にあるとしている。それがそう

あるのは、一度考えられた分離が、それによって克服されるはずではあっても、その克服とは、どこにおいて常に

そしてすでに、克服されるべきものとして前提されたままに留まる限りにおいての克服でしかないからである、と

いうのだ（51頁参照）。メルロ＝ポンティの「反省の構想の二重化」とともに、したがって、新たな「について」

として、反省とともに現れる「何かについて」ということなどが、つまり、確かにある仕方で一貫した道が、フッ

サールから出発して辿られてはいるが、同時に──このことは、ブノワ氏の考察の反省的で解釈的な出発点である

ように思える──そのフッサールの現象学的接近法は、全体として、あまりに一面的で、ある意味ですでに、乗り

越えられていることが明らかになることになる。

直接導入されることなく、──どうしてそうされないのだろうか──分析哲学の議論の仕方が、表面にせり出し

てくる。「文法的な」記述（分析的な言語哲学）による解読をとおして、一方で、体験心理学的な配置において、

他方でそこから導かれたブレンターノ等から出発する論証的展開によって議論されている。それをとおして問題と

されるのは、そもそも現象学が何等かのものをなしえるのか、あるいはブノワ氏の現象学理解は、ここで描かれて

いることによれば、その固有のあり方が、決定的な点で、基礎の崩壊したものになっているのではないのか、とい

うことである。

質問：

�）私はこの会議の「直観と反省──間文化哲学の方法論的問い」を氏のように、克服すべき、直観と反省の間の

認識論的な差異を告示するものとは理解しなかった。間文化的問いの枠組みの中での西田の構想が定題化されるさ

いに考慮すべきは、西田自身において、いつも明確とはいえないが、直観と直覚とが区別されていることであり、

とりわけ、後期西田の「行為的直観」という用語で増々はっきりしてくることだが、その用語によって、「直観」

も「直覚」も、西洋哲学の文脈で理解されるようには考えられていないことである。ブノワ氏は、西田や他の間文

化的に重要な哲学に関係づけることなく、フッサールから出発する現象学的探求の作業が、「直観と反省」という

概念の蝶番のもとで、──遅くともカントにおいて明らかにされていることだが、直観が直観であるのは、直観は

概念でないからであるのだが──どの程度、またどのように、間文化的重要性をもつか、あるいは、もちうるかを

問題にしている。前期のフッサールは、「経験的直観とカテゴリー的直観」の区別に大きな価値をおいた。このこ

とはさらに、超越論的に基礎づけられた現象学への歩みに即して、「見ること」、「明証性」、「洞察」、「態度」、と

いった用語を、再度、基づけというあり方で前面に出させることになった。こうしてフッサールによって発見され

たノエシスとノエマの間の「意識の仕方」と「所与のされ方」との間の「相関関係のアプリオリ」をとおして「現

象」のもとで、「見られ」、理解されるものは何かが明らかになり、このことは「カッコづけ」のもとに初めて、方

法上、決して互いに分離できない対概念である「志向性と構成」によって担われることになる。他の言い方をすれ

ば、ブノワ氏によって仮定されている「所与された明証の直接性」と反省と思惟において現れる「距離をとる形

式」との間の極在性を問題にすることは、実は、事象的に現象学への、正確にいえば、フッサールの超越論的現象

学の見解への歩みをなしてはいない見方なのである。いずれにしても、上記の現象学の自己了解の基礎は、氏の論

述には現れてくることなく、潜在的にさえも論ぜられることはない。どうしてそうなのだろうか。想定されうるこ
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とは、前期のいわゆる「静態的現象学」にあって、確かにフッサールは、しばしば「体験」と「反省、ないし意

識」との間の対立性を確定しており、このことは、分析的哲学の視点から議論に応用されたことであり、それに

よって、直観が「beliefs（信じること）」とされ、その直観が合理的−論理的に含有されたものに向けて検証され、

根拠づけられた正当化を獲得するというように考えられていることである。

�）このような理解がなされるとき、次のような矛盾をどのように理解すべきだろうか。すなわち、一方で、「体

験そのものは「与えられて」あることはなく、ただ体験されうるだけである」とされ、他方で、「体験は、反省の

作用をとおしてのみ、「対象」として知覚されうる」とする矛盾である（49頁参照）。となると、先反省的で先志

向的な態度と反省的で志向的な態度との間の区別が、先に対峙するとされた極在性の代わりに立てられていること

に他ならないのではないのか。体験が体験されることと、体験が把握されることが区別されるとき、それはたんな

る「文法的問題」（50 頁）にすぎないのだろうか。それとも、まさにこういったことの中にこそ、フッサールとと

もに（『イデーンⅠ』 の根本的考察を参照）現象学への決定的一歩とされうるものが隠されたままに留まるのでは

ないのか。すなわち、あらゆる意識はその固有の志向をもつこと、また、そのつどまさにここにおいてこそ──他

のどこでありうるのだろうか──、主観ないし意識の仕方と客観ないし所与性のあり方との間の活動的な相関関係

が記述されるのであり、しかも、現象はその中で現れうるのであり、明証的になりうるのである。こうして、志向

が、知覚志向、意志志向、好みの志向等が存在するのであり、「意識所持」そのものの、すべての固有な仕方が存

在するのである。この現象学的拡張性が、すぐさま、心理学的、あるいは存在的習性に縮約されてしまうと、その

とき初めて、さまざまにことなった志向は、たんなる「把握の志向」にその様相を変じてしまうのだ。このこと

は、再度その相関的な相対物に「対象的」ということを帰属させる当のものをもつのである。人はそのとき、いつ

もすでに、この志向がいわば、もっとも単純で目立ったものであるようにみえることから、現実に実在するものを

理解したとするのである。なぜなら、その前提はいつもすでに「把握され」、それによって決して、争われること

がないからである。驚くべきといえるのは、そこから帰結する、分析哲学を代表する人々からなされるフッサール

に対する批判であり、それによると、フッサールは、形而上学的には、実在論の立場をとり、それと結びついた自

我論的観念の立場をとるといった批判である。ここで単純なしかし、計り知れない膨大な取り違えをしているの

は、「志向的対象」を「把握された対象」と同一化し、こともあろうに、「実在的対象」と同一化することであり、

なおのこと、ただただこの取り違いを一貫しようとするのだ。ブノワ氏は、そもそも、ここに問題があることを認

めうるのだろうか。それともこの私の問題状況の論述は、一部は当たっていても、もはや存在しない現象学と分析

哲学の間の抗争面を強調しすぎている、とでも言うのだろうか。

�）ブノワ氏は、これに続けて、次のように述べる。「このことは、反省のなかで、何ものかが、体験を実際に喪

失したことを意味していない。体験は、いずれにしても、それが在るところのままに存在しているのだ。一方で、

体験を認識する行為は、端的に言って、それを生きることとは別の事柄に属している。つまり、あ
﹅

る
﹅

別
﹅

の
﹅

体
﹅

験
﹅

に属

しているのである。この別の体験は、それが在るところの全体において、その固有の「生」とともに先立つ体験と

結びついている。しかし、この別の体験のなかで、固有の「生」はもはや体験されない。本来の体験を産出する意

識は、まさに変容されるのである」（50 頁）。端的に述べれば、このような分析はフッサールにあって、そのテキ

ストのどこを探しても、このような個所はみつからない。みつからないこのような個所から現象学に入り込もうと

せずに、次のことが指摘されるべきであると思う。フッサールは、膨大な時間分析において次のことを示した。す

なわち、あらゆる「対象性」を原初的に構成する等根源的な「原印象−過去把持−未来予持」という三項構造を根

拠にして、主観の側のあらゆる体験、知覚、経験、そして反省と、体験し、知覚し、経験し、そして反省する主観

が、同時にともに構成されるということである。起こった経過する体験に向けてのすべての反省する関係性は、い

つもあまりに遅すぎるのであり、フッサールの本来の時間分析をまったくもって、無視してしまうことになるので

ある。ブノワ氏の論述では、フッサールにとって決定的となった「発生的現象学」の取り組みが完全に抜け落ちて

おり、メルロ＝ポンティの身体現象学的分析に大きな役割を果たしているフッサールの受動的綜合は、なおのこ

と、完全に無視されている。ブノワ氏は、原印象と過去把持の間のたえざる活動がすでに、その延長志向性と交差
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志向性への分岐をともないつつ、すでに反省に先行していて、まさにこの原印象と過去把持が当の反省を可能にし

ていることに同意することができるのだろうか。そのとき氏のいう「透明性と直接性」について語ることは、いっ

たい何を意味しているのだろうか。これによって、再び体験と反省という旧来の二元論、さらにまた思惟と言語、

言語と世界ないし、いわゆる実在性が、このような二元性はすでに克服されていたようにみえていたはずであるの

に、そのまま前提にされることにはならないのか。

�）ブノワ氏は、メルロ＝ポンティの「超反省」を二次的秩序の批判的方法として導入し、メルロ＝ポンティが

フッサールの「反省哲学」を、「反省哲学から外れることなく」、修正し、追求し続けたとしている。「メルロ＝ポ

ンティにあって、端的に、終わりに至るまで一貫した反省」が問題となったとされている。私がここで尋ねてみた

いのは、メルロ＝ポンティ自身、氏が描写するような、反省についての理解をもっているのか、あるいは「超反

省」という用語は、現象学そのものの内的反省性を目的としていて、メルロ＝ポンティのキアスム（交錯）や肉や

両義性等々の分析において示されていることを指摘しているのではないのか、ということだ。いったい、以前に活

用されていた「世界に向けて存在する身体」という表現は、もし、それでもって、「作動し」、先意識的で、先反省

的な志向性として身体性そのものの経験と、それが言語にもたらされることを除いて、いったいどこにあることに

なるのだろうか。私には、まさにメルロ＝ポンティの現象学分析そのものにそれが示されているのであり、この現

象学的分析とは、いかなる意味でも、たんなる理論ではないのだ。身体に根づいた理性とは、ブノワ氏が、「反省

の反省」を「主知主義に関する」たんなる調整薬であることに収斂させようとするなら、まったくこのようなとこ

ろとは別様の方向に向かっているといわれねばならないのだ。「超反省は、このように、「直接性の喪失」という反

省の謎そのものを糧としているのだ」（51頁）というように評価するとき、ブノワ氏が結果とする見解、すなわ

ち、フッサールの修正としてのメルロ＝ポンティの分析が、「（反省の）透明性という文法学上の条項と体験の内在

主義的な理解の緊密な関係（現にフッサールが想定した関係）が維持される場合にだけ、理解されるものである」

（�頁および次頁）とされるような結果と一致することも不思議ではないのだ。しかし、このような前提は、フッ

サールとメルロ＝ポンティに関して、まったくもって、疑わしいとされねばならない。

�）ブノワ氏の講演の最後の頁に記載されている判断に関係づけながら、根元的問いを立ててみたい。氏は、「反

省は、実際のところ、何に対する「反省」──この「反省」が、何らかの「心的作用」へと鏡写しのような形で回

帰することではなく、概念の開示というおそらくより好まれる意味での反省であるとしても──なのだろうか。世

界のなかに存在せず、この意味でまさに、経験を糧としないものは、思考ではないのである」と述べているが、ブ

ノワ氏は、現象学的探求の作業の要求するところをいったいどこに見ようとしているのか、こう問うてみたい。私

たちは、この「経験を糧としないものは、思考ではない」とする凡庸な結果でいったい何をどうしようというの

か。まさにここから、人が「現象学」というものが始まり、そこにこそ、現象学がその固有の、本物の探求の領野

を見たのであり、また見ているのではないのか。私たちは、ここでいう「心的作用」ということで、また「体験」、

「経験」ということで、もしすべてのこれらのことが、たんに与えられているものとして、単純に受け入れられ、

「論理的−合理的に」加工されるのではなく、構成分析によって初めて解明され、解明されうるとされるのであれ

ば、いったい、〔このことを他にして〕何を理解すればよいのか。この時初めて、理性そのものが現実的にそれ自

身において、その働きをなしていること、またどのように、その働きをなしているかが明らかになるのであり、た

んに、旧来のカテゴリーによる定立が役立っているわけではないのだ。同様に、世界としての世界は、「素朴な態

度」の様相におけるたんなる確定の彼方において、構成分析から生じ、そこにおいてその多層的で多次元的に理解

された地平構造において、明確になりつつ、立ち現われてくることができるのだ。まさに現象学的探求の作業の課

題とは、まさにこの過程的諸連関を現象学的分析に向けて引き受けることであったし、いまでもそうあるのであ

り、そこにおいて明確になることは、いわば、理性そのものが──反省と直観は、理性の特定の構成要素といえよ

う──、理性そのものの主観として、また同時に客観としてテーマになることである。

�）もし仮に、このことがブノワ氏のテーマでないとしたら、「間文化哲学」という問いに向けた問題設定に対し
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て氏は、いかなる解答をあたえようとするのか。この間ということ、可能な差異と非対称性が、ただたんに、諸文

化の間だけでなく、思惟の世界の間にもあって、そこで──哲学する活動として──反抗的に抗うようになると

き、これらすべてが、哲学の自己了解の根本概念にまで深く達するということが、意味をもつことになろう。
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コメント

村上 勝三

岡田氏の発表を正確に理解して、その概要を述べるだけの力は私にないが、大摑みに流れだけを次のように考え

てみた。岡田氏は、まず、デカルトの『規則論』に着目し、デカルトの「直観」と「演繹」がけっして相互対立的

ではなく、「直観」が「演繹」相互の媒介的ステップになり、そのステップの連鎖が演繹的な形式をもった証明に

なるという可能性に論究された。そしてまた、この対立はデカルトの直観的明証性とライプニッツの形式的明証性

との対立でもあるが、それを岡田氏は、デカルト『省察』の「第�答弁」における「記述の幾何学的な様態

modus scribendi geometricus」における「順序 ordo」と「論証を進めることの理由 ratio demonstrandi」の下位

区分である「分析 analysis」と「総合 synthesis」との対比に引き直して捉え、デカルトの分析は発見への道筋を

反映し、それが公理的な形式をもつ総合へと変形されるということを見出す。これがヒルベルトの公理系とブラウ

ワーの「構成主義的直観主義」との対比と相互関係へと結びつけられる。この両者の間での「移行 transition」の

可能性と相互作用の可能性が問われ、証明というものがもつべき「創造性 creativity」と「信頼性 reliability」の

両立に関係づけられる。この問題が、フッサールの「普遍数学Mathesis Universalis」へと向かう証明形式と関連

づけられ、この例を参照しながら直観と形式が相互的に働くということがどのようなことなのか、そしてそのこと

を通して創造性と信頼性が両立する証明形式の解明が次なる課題とされる。

岡田氏は「直観」の問題を論証という議論場で展開している。この「直観」と（岡田氏は論じていないが）「反

省」とが論証ということにどのように関係するのか、この着眼にブノワ氏は触れているが、山口氏、黒田氏には見

られない点である。もう一度纏め直せば、「直観」と「反省」あるいは「超反省」という概念は論証との関係でど

のような役割を果たすのか、あるいは、果たさないのかという問いが生じる。これは御三人に伺いたいことだ。

さらに次の二点のコメントを付け加えたい。一つは、デカルト『規則論』のテクストの問題である。パリ第�大

学のドゥニ・カンブシュネル（Denis Kambouchner）教授から 2011 年�月に伝えられたところによると、ハノー

バー写本（H）とも、アムステルダム写本（A）とも異なる写本がリチャード・サージャンソン（Richard

Serjeantson）氏によってケンブリッジ大学で発見されたということである。これを（C）と呼ぶ。翌年の�月 14

日にパリで発見者による報告会が開催された。これに出席された池田真治氏（富山大学）から私は報告を受けた。

そのごく一部を紹介する。サージャンソン氏によれば、たとえば、「第�規則」における「（H），（A）での

inductio、AT版でも inductio としているところを Crappuli は deductio と修正しているが、（C）では deductio と

正確に読みとれる」そうである。2013年中にはこの写本の校訂版が出版されるとも伝えられた。これが公刊され

るまでは『規則論』について細かくて確定的なことを述べる場合には、今まで以上の慎重さが要求される。「第�

規則」での deductio と inductio との言い換えの不安定さが象徴的に示しているように、デカルトは「直観

intuitio」と「演繹 deductio」を方法概念として鍛え上げるということはなかったと考えられる。この二つが『省

察』においても『哲学の原理』においても重要な概念として主題になることはない。

コメントのもう一つは、ライプニッツとデカルトとの関係についてである。「第�答弁」における「分析」と

「総合」が記述の仕方の分類とされているのに対して、「分析」と「総合」の上位概念のうちの一つである「順序

ordo」と、ライプニッツの二つの「分析ないし判断法 analytica seu ars judicandi」つまり、（�）「説明されていな

いどんな語も認めないことUt nulla vox admittatur, nisi explicata」、（�）「証明されないどんな命題も認めないこ

と ut nulla propositio, nisi probata」（Nova methodus discendæ docendæque jurisprudentiæ. Ex artis Didacticae
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Principiis in parte Generali praemissis, Experientiæque Luce, Autore G. G. L. L. 1667, A. VI, 1, p. 279）との対比が

「省察」という方法と「論証」という方法の違いを示していると解される。「省察」という方法が準拠するのは「順

序」だけである。「順序は第一に定立されたことが、後に続くどんなものの助けもなしに、認識されねばならず、

次に残りのすべては、先立つものどもだけから論証される、というように配置されねばならないという点にのみ存

する Ordo in eo tantum consistit, quod ea, quae prima proponuntur, absque ulla sequentium ope debeant cognosci,

＆ reliqua deinde omnia ita disponi, ut ex praecedentibus solis demonstrentur．」（AT. VII, p. 155）。この「順序」

は「思い cogitatio」の流れとして現出するが、これを一般的にみれば「直観」に相当することになる。この思い

の流れをもう一度辿り直して記述するところに「分析」つまり分析的記述が成立する。この思いの辿り直しを「反

省」と言うならば、思いの流れの方は「直観」に相当する。記述するということが或る間接性を示している場合

に、この間接性のなさとして思いの流れを「直観」と呼ぶことができる。公理系は辿り直しとしての「反省」に

よって獲得されることになる。それに対して「直観」は「順序」として思いが進んで行くことと解される。もし、

このように解された「反省」に直接性がないと言われるならば、その間接性は「反省」が記述という媒介を経るこ

とを示している。透明性についても同じである。このように考えてみるならば、「直観」と「演繹」にせよ、「直

観」と「形式」にせよ、「公理系」と「直観主義的構成主義」にせよ、これらの対立が示しているのは思いを思い

として辿ることと、思いを記述として辿ることとの差異に帰着すると考えられる。
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ワークショップ
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西田幾多郎における中国仏教について
1

GEREON KOPF

20 世紀最大の日本の思想家、西田幾多郎（1870-1945）は後期の著作において、彼の思想的な立場を示すために

しばしば仏教の伝統に言及しました。事実、彼が用いる仏典や仏教思想は、彼自身の思想の興味深い展開を浮き彫

りにするものでありました。西田が一貫してこだわったのは、体系的な、非二元論の哲学を練り上げることであっ

たことから、彼が基盤とする哲学的体系の基となるパラダイムは頻繁に変更されました。彼の最初の著作である

1911 年の『善の研究』2では、西田哲学は純粋経験 3という概念のもとに体系化されています 4。この概念の重要な

欠陥に不満を抱いた西田は 5、フィヒテ、プラトンの学術用語あるいはヘーゲルに基づいて、それを次々と絶対意

志（1917）、場所（1925）、弁証法の一般者（1933）などに言い換え、そして行為的直観（1937）、絶対矛盾的自己

同一（1939）などの彼独自の造語をあてていきました。1937 年度以降、西田は非二元論を表すために仏教用語を

用いるようなっていきます。最後の二つのパラダイム、平常底（1939）と逆対応（1945）は、仏教的伝統に呼応さ

せているものです。西田独自の用語は、他のどの哲学にも似ておらず、仏教哲学 6というよりも彼独自の非二元論

を示すためのもののように思われます。

西田は彼の著作のなかで「仏教」という語を 100 回以上も用いていますが、彼が実際に引用したり参照したりし

ているものはそれほど多くありません。竹村牧男は西田の参照する仏教資料は次のものだと指摘しています。禅、

親鸞（1173-1263）、それから『大乗起信論』、天台宗、華厳宗などの仏教です。これらのリストは、西田の著作に

みられるものよりも深い仏教的知識をしめしているように思われます。西田は母親をとおして浄土真宗を知ってい

ましたし、彼自身の坐禅の取り組みをとおして禅を知りました。西田の引用する仏典は次のようなものです。『金

剛経』7、『大乗起信論』8、『無門関』9、『臨濟錄』10、道元の『正法眼蔵』11、『歎異抄』12。西田の『歎異抄』の使い

方をみるとどれほどそれに親しんでいたかがわかりますが、その他のテクストについては、臨濟義玄（810/15-

866/7）の「阿屎送尿、著衣喫飯、困來即臥」13というものや道元（1200-1253）の「自己をならふといふは、自己

をわするるなり」14などのよく知られた箇所の引用に限られています。西田の日記や書簡などによると彼の学問的

なあるいは半ば学術的な仏教の知識の多くは、彼の生涯の友であった鈴木大拙（1870-1966）に負うところが大き

いようです。大拙は『華厳経』15のようないくつかの経典に注釈をつけています。西田が説く天台宗や華厳宗につ

いての思想大系は、「一念三千」「理事無礙」「事事無礙」などのいくつかの引用に限られています。そして『般若

経』における哲学的大系の説明については、鈴木大拙のいう「即非の論理」を用いているだけです。これらのこと

から、いくつかの疑問がわいてきます。西田は何のために仏教テクストの選択的な引用を行なったのでしょうか。

西田は仏典に対してどのような解釈学的方法を用いたのでしょうか。本論では、西田の用いる仏教概念の解説を

行っていきます。彼の用いる「時事無礙」「理事無礙」「即非の論理」などの表現は、重要な説明概念とはいえず、

ことばとして荒いため、ここでは平常底という考えに注目したいと思います。したがって、ここでは『金剛経』や

『無門関』などの仏典の解釈や解説を行なうのではなくて、西田の哲学的な戦略と思想を明らかにしていくつもり

です。

日常の深さとしての「平常底」

平常底や逆対応などの用語は、西田が『場所の論理と宗教的世界観』16の後半部に展開した彼の後期思想におい
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て特徴的かつ中心的なものです。どちらも西田の非二元論のもっともラディカルな表現を構成しているものであ

り、平常底は、絶対と相対のあいだの非二元性をさし、逆対応は、超越と内在のあいだの非二元性をさしていま

す。上田閑照によると、『「逆対応」は宗教的関係を表し、「平常底」は宗教的立場を表す』17ものです。しかしな

がら、逆対応と平常底は禅宗や浄土真宗としばしば関連 18づけられているにもかかわらず、これらの用語のもつ

アイロニーは、上田やジェームズ・ハイジグが指摘するように、本質的に西田の独自の創造なのです 19。逆対応と

仏教の関係や平常底と禅宗の伝統にいう「平常」を示すさまざまな用語との関係はたとえ語源的に結びつきがない

としても非常に緊密であると西田は述べています 20。

結局のところ、西田は、これらの用語が仏教の神髄を、あるいは少なくともいくつかの仏典や仏教思想の神髄を

内包していると示唆しているようです。しかしながら、西田は逆対応という用語のために仏教の神髄をいうだけで

なく、平常底の起原として禅仏教をあげているので、ここからはこの平常底と禅仏教について考えてみることにし

ます。とくに、『無門関』から二つの例と『臨濟錄』から二つの箇所をみていくことにします。平常底という概念

は、西田の後期哲学に特徴的だというのと同じ意味で、西田の仏教との関係を象徴的にとはいわないまでも徴候的

にあらわしています。『経験科学』（1939）の最後から二番目の段落に初めてこの語が登場してから、「場所の論理」

の最後の節にあらわれるまで、西田は「平常底」という用語を語源的に意味論的に『無門関』の二つの文言「平常

心是道」21あるいは「是心即仏」22と『臨濟錄』の「佛法無用功処、祇是平常無事阿屎送尿、著衣喫飯、困來即臥」

に結びつけています。そのようにすることで、西田は「平常心」「平常無事」の用語を彼の学術用語の起源としつ

つ、同時に仏典によって彼の独自の用語をかたちづくろうとしているのです。

西田は『経験科学』のなかで、平常底を世界のそして哲学の「根本的操作」と定義しています 23。次に、西田は

それを南泉普願（748-834/5）の「平常心」それ自体ではなく「平常心是道」になぞらえるようになります。なぜ

かといえば、むろん西田は「平常心」のなかで道を解消し、内在のうちに超越をみるようなかたちにしたくなかっ

たからなのです。同様に、西田は臨濟の「喫飯の平常無事」を「内在」という語ではなくて「超越的即内在的」と

いう文言によって補足しています。事実、西田は「平常底」を「酒脱無關心」24と同定したのは大きな間違いだっ

たと述べています。むろんそれで西田の「平常」ということが全くだめになってしまうというわけではありませ

ん。食事、睡眠、トイレに行くことのなかに仏法を求める臨濟の説諭をたびたび引用していることから、絶対を最

大の超越への高みにまつり上げてしまうことを妨げるこうした日常性の冒涜性に西田が魅せられていたことがわか

ります。しかし同時に、「平常底」は、平常心ではなく「宗教心」に具体的な形で表現されるのです。その意味で、

日常の深さと宗教心は、日常と宗教という正反対の相を表しています。

「平常底」の定義は、大乗仏教に言われる「生死即涅槃」や『無門関』にいわれる「即心是仏、仏即是心」を思

い起こさせます。西田の解釈を示すために、「平常底」の源泉として彼が示す一節を簡単に紹介しましょう。「平常

底」という概念が何に着想を得たものかというので、西田が言及するのは、『無門関』の第一九則の例です。

趙州從諗 25が南泉に「道とは何か」と問うと、南泉は「平常心是道」と答えました。趙州が「道を求めるべき

か」と問うと南泉は「道を求めれば逆の方へ落ちるだろう」と答えました。趙州が「それを求める努力なくして、

どうしてそれが道だと知ることができるでしょうか」と問うと南泉は「道とは知るとか知らないとかいうものでは

ない。知るとは惑いであり、知らないとは混乱である。もしまったくの疑いの痕跡もなく、真に道に到達するな

ら、無限で広大な無に到達するであろう。いずれにしろ、どうして道を求めるということができようか。」と答え

ました。これらのことばを聞いて趙州は悟りを得ました。

これについて無門慧開（1183-1260）は、南泉は趙州の問いに良い説明をしていないと述べ、ある詩のなかで、

もし心が不要な考えから自由になるなら、すべての季節が楽しめるはずだと提唱しました。この例についてあるい

は無門の解釈についての分析を深めることなしに、西田は公案の主要な部分を削除したようです。むろん、もしこ

の条件が、疑いのないこと、不要な考えから自由な心であり、この悟りの到達点あるいは証拠が巨大な無であるな

ら、悟りがどのようにして平常心と折り合えるのかという疑問が生じます。

西田はこれについても、たとえそれが悟りに至る意志であってもあるいは秋月龍珉が言ったように本当の課題は

修行の問題だとし、知の限界についての認識論的課題や意志性の問題として述べることはありませんでした 26。た

とえこれらの問いが公案そのものにとって中心的なものではなかったとしても、西田の読みにおいて必然的に生じ
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た疑問であったはずです。西田のその他の平常底の源泉の解釈についても同様です。『無門関』の第三十則は馬祖

道一（709-788）と大梅法常（752-839）との次のような短いやり取りに表されています。大梅の「仏陀とはなに

か」という問いに馬祖は「是心即仏」と答えました。これについての無門の注釈は、どちらかというと曖昧で、本

質的な救済論的謎かけに向けられています 27。

一方で、彼はこれらを理解することが仏性に結実すると述べ、他方では、理解する人はこれらと同じことばを聞

いて逃げて行くだろうと主張しました。「仏とは何かと問うことは片手に盗んだものを持って崇拝されるようなこ

とにほかならない」という最後の詩には、矛盾した感情が鏡写しにされています。

しかし西田のこの句の用法は、この曖昧さを反映するものではなく、公案がもつ認識論的かつ救済論的問題に言

及することなく、仏陀に象徴される超越の非二元性と「是心」に象徴された内在に注目しているものなのです。西

田の『臨濟錄』の引用の場合についても同様です。

たいへん興味深いことに、西田は『臨濟錄』における仏法は有用でもないし、何かを達成するものでもないとい

うことばで『経験科学』を締めくくっています。臨濟の言葉は、「仏是即心」のほど非二元的ではないにもかかわ

らずです。西田は、「心法無形、遺文十方、在眼日見、在耳日聞」や「智者も愚者も、大事も小事も、此に一でな

ければならない」28などの言葉を加えて臨濟の言葉を修正するように見えます。しかし、臨濟自身は上記された

「仏法」の説明を、西田のように、「愚人笑我。智乃知焉。古人云。向外作工」29と語り続けるのであります。これ

にもかかわらず、西田の『場所の論理と宗教的世界観』のなかで、超越と内在の曖昧さ、あるいは非二元性という

べきものは、『臨濟錄』からの「赤肉團上有一無位眞人」30の引用に反映されています。

一般的にいえば、『臨濟錄』からのこれらのセクションの読みは、曖昧さあるいは逆説的に仏法の法、「我々の生

命の標識である」と「根本的操作」31という西田の理解する非二元論についての西田の表現の源泉となっていま

す。西田が興味をもっていたことは単にそしてもっぱら「平常心即道」ということばが「内在即超越」という彼の

考えを反映し象徴するという事実だけなのです。おそらく重要なことは、西田は自身が引用する公案の言説には踏

み込まないという事実なのです。多くの公案にみられるように、問答の形式というのは（ジョン・マクラエが

「encounter-dialogue」（対決的問答）32と呼んでいるものですが）、悟りを得ているだろう教師あるいは知識のある

教師の庇護下に、疑うことから理解することまで一人の弟子がたどる道を描く内容となっています。

こうした対決的問答は、対決的問答の長い伝統と注釈、元となるテクストが互いに重層し合う間テクスト性のな

かにあるものです。この間テクスト性は特に『無門関』の場合にあてはまります。『無門関』は、事例と無門の注

釈と最後の詩という三つの層、そして隠された第四の層である様々なテクストに引用された、あるいは対話者の実

践に関連した概念に引用された問答の内容を含み持っているからです。

『臨濟錄』の第二部の文学ジャンル、「上堂」が修行者の集まりで行われた儀式によるものであっても、『臨濟錄』

はテクストや格言に共通の伝統を引いた、この間テクスト性の伝統に寄与するものなのです。このテクストは対立

的問答と同じスタイルを構成しているだけでなく、『無門関』と同じ「イマジネール」を共有してもいます。その

「イマジネール」とは、師弟対峙の似たような神話的文脈であり、系譜の重要性と教えの伝統の考え、そして悟り

をもとめることなのです。このことは単純な知識としてあるいは人生を変える転換の経験として定義されるでしょ

う。西田は公案の伝統にも対立的問答にも、疑い、転換、悟りの言説にもくみしないのです。

禅の伝統と悟りの言説が西田のテクストにみられるという指摘をすることは可能ですが、テクストに隠されてい

る仮説が教育手段として用いられたはずはないのです。

上田は、西田の「私と汝」はそれ自体問答的だと主張しています 33。それがたとえ知の弁証法的モデルではない

としても、西田の弁証法を基盤とした対立的問答の哲学の構築は価値のある企てだといえるかもしれませんが、西

田自身はこの企てには参与しなかったのでした。

結論

西田は彼が引用する仏典のいわゆる解釈、テクスト批評的、概念的な考察をすることがなかったということは

はっきりと言えます。また西田は彼が用いる概念を元のテクストの文脈のなかで読み解こうとする気もないので
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す。むしろ、彼はそうした言葉を記憶をたよりに用いたり、彼の勝手なイメージで用いるなどしており、「平常心

是道」「生死即涅槃」「是心即仏、仏即是心」などを彼の考えに呼応するように用いて、臨濟の「平常無事」や華厳

思想の「時事無礙」を彼独自の哲学的用語として解釈しているのです。西田はそれを分析し解釈し、あるいは援用

するために仏教思想や仏典を引用するのではなく、彼自身の哲学を説明するために、そして自らが仏教的な伝統を

受け継いでいることを示すためにそれらを引用しているのです。彼の解釈学的な方法は、選択的で、その語の歴史

的あるいは意味論的な文脈には頓着せずに用語の類縁性を基にしているのです。西田の後期哲学の基本的パラダイ

ムと主要な概念と大乗仏教的非二元論のあいだにかかわる議論はなにも提供されないままであっても、こうした用

語の同定における第一の理由は、彼が感じる概念的な類縁性、親類性なのです。

西田は、『金剛經』、『華厳』の注釈、『無門関』や『臨濟錄』などの作者たちが持っていた形而上学的で救済論的

な熱意と企図との違いには頓着しなかったのです。むしろこれらの哲学的学派が提供する用語法は、元の文脈や状

況とはかけ離れたやりかたで彼の独自の概念構造にあてはめられた時に、彼の哲学の最も基礎となるパラダイムを

示していると感じられたものだったのです。

にもかかわらず、西田の仏典の読みは比較哲学の分野に二つの根本的な貢献をしています。第一に、彼の用語法

が問題をかかえていたとしても、西田は仏教的な用語を哲学の本流の言説に引き入れたのです。さらに、彼の解釈

学が創造した学術用語は、注意深く発展させれば、異文化哲学 34のモデルとして機能するにちがいないのです。

ささやかながら西田は仏教的概念を学術的な哲学で構成されている問題にあてはめ、またその逆も行なわれたので

す。第二に、西田は学術的哲学の言説のなかで体系的に非二元論を構成したのです。西田の非二元論が仏教的伝統

でいわれるものと同等のものであるかどうかは別として、この事実こそが西田哲学の批判的読解を価値あるものそ

して意味のあるものとしているのです。
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西田哲学とキリスト教──愛の概念の展開として

石井砂母亜

序に変えて──西田哲学と宗教について

〈西田哲学とキリスト教〉というテーマで問題を提起する場合、まず問われなければならないのは西田哲学にお

ける宗教の位置づけであろう。三木清は「西田哲学はどこまでも哲学として理解さるべきものであると思ふ」1と

語り、安易に宗教や宗教哲学と結び付けて取り上げるべきではないと警告するが、他方で西田哲学はいかなる哲学

であったかと問いを起こせば、そこに宗教の問題が大きく横たわっていることに気づかざるを得ない。『善の研究』

（1911 年）では、四編立ての構成の最後に〈宗教論〉が置かれ、西田は「第四編は、余が、かねて哲学の終結と考

へてゐる宗教に就いて余の考を述べたものである」（1-3 2）と序の中で言及している。遺稿ともなった最晩年の論

文「場所的論理と宗教的世界観」（1946 年）は後期西田の着地点であると同時に、西田のまとまった宗教論でもあ

る。しかしながら、こうした宗教への言及はそれが西田哲学の特殊な形態を論じるに際してなされたわけではな

く、むしろ西田哲学において宗教を問うということが実在の考究と一つになっているところにその特徴がある。

西田は晩年、西谷啓治に宛てた書簡（1943 年�月 19 日）の中で次のように述べている。

背後に禅的なるものと云はれるのは全くさうであります 私は固より禅を知るものではないが元来人は禅とい

ふものを全く誤解して居るので 禅といふものは真に現実把握を生命とするものではないかとおもひます 私

はこんなこと不可能ではあるが何とかして哲学と結合したい これが私の 30 代からの念願で御座います（新

23-73 3）。

西田は自らの思索の背景に「禅的なもの」が横たわっていることを否定しない。しかし西田がここで「禅」と表

現しているものは、仏教伝統の中で所謂「禅」として位置づけられているものではない。むしろそれは「真に現実

把握を生命とするもの」であり、西田はここに哲学と禅の共通の課題を見出そうとしている。「固より禅を知るも

のではない」と告白するにも関わらず、自らの「背後に禅的なるものと云はれるのは全くさうであります」と西田

が語るのは、西田の思索が「現実把握を生命とする」ところに向けられているからである。1936 年『善の研究』

の再々版の序の中では、「早くから実在は現実そのまゝのものでなければならない、所謂物質の世界といふ如きも

のは此から考へられたものに過ぎないといふ考を有つてゐた」（1-7）と西田は自らの哲学的歩みを回顧しており、

「現実」を把握するということが西田においては「実在」を把握するということと一つになっている。三木は西田

哲学を振り返り、「西田哲学の中心問題はその発展のあらゆる段階を通じて実在であると云ふことができる」4と

語っているが、三木の発言を待つまでもなく、西田本人が『善の研究』の序の中で「純粋経験を唯一の実在として

すべてを説明してみたいといふのは、余が大分前から有つて居た考であつた」（1-4）と言及しており、われわれは

西田の哲学的歩みが最初から最後まで「現実そのまゝ」なる実在の問題に貫かれていたことを知る。西田哲学の中

心には「現実そのまゝ」なる実在の問題が横たわっており、こうした問題意識が青年期の只管打坐によって培われ

たことは確かである。また、西田の弟子から多く禅者が輩出されたという事実は、西田哲学が「現実把握を生命す

るもの」であり、「真に現実把握を生命とするもの」を禅と理解する西田の立場を明らかにする。その意味で、西
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田哲学と禅の結びつきは確かに強い。

しかしながら、「真に現実把握を生命とするもの」を「禅」と表現する西田において、〈西田と禅の結びつき〉に

対する強調は、決して禅以外の宗教とのかかわりを否定するものではない。むしろ、現実を真に把握するのに不可

欠なその最具体相として、それぞれの宗教が問題となる。最晩年の「場所的論理と宗教的世界観」に見るように、

西田は禅にとどまらず浄土真宗やキリスト教、ドストエフスキーの文学を用いつつ、宗教を「心霊上の事実」

（11-371）と言及する。「場所的論理と宗教的世界観」の冒頭は次のような言葉ではじまる。

人は必ずしも芸術家ではない。併し或程度までは、誰も芸術と云ふものを理解することができる。人は宗教家

ではない、入信の人は稀である。併し人は或程度までは、宗教を理解することができる。……自己が一旦極度

の不幸にでも陥つた場合、自己の心の奥底から、所謂宗教心なるものの湧き上るのを感ぜないものはないであ

らう。宗教は心霊上の事実である（11-371）。

西田は宗教を「心霊上の事実」として問題にする。事実とは主観的な自己によっては回収されえない事実そのも

のであり、西田は最も客観的な事実として宗教を問題にし、それは「我々の自己自身の存在が問はれる時、自己自

身が問題となる時、はじめて意識せられる」（11-393）と語っている。すなわち、自らの生をその都度新しく生き

なければならない自らの現実とこの現実に喘ぎ駆けずり回る自己が〈自己〉において問題となるときに、自己の存

在そのものがはじめて主題化されると西田は主張するのである。「我々が自己の自己矛盾的存在たることを自覚し

た時、我々の自己の存在そのものが問題となる」。「心霊上の事実」とは、現実の只中で一回的な生を新たに生きる

この自己のあり方が問われる事実であり、西田は「此の事実を見詰めて行く時、我々に宗教の問題と云ふものが起

こつて来なければならないのである（哲学の問題と云ふものも実は此処から起こるのである）」（11-393f. ）と、哲

学と宗教が同根源的な場から起こると強調している。西田において宗教とはそこにおいて自己の存在が問われる場

であり、それゆえ西田は道徳と宗教とを明確に区別する。「道徳の立場からは、自己の存在と云ふことは問題とな

らない。如何に鋭敏なる良心と云へども、自己そのものの存在を問題となせない」。なぜなら、「如何に自己を罪悪

深重と考へても、道徳は自
﹅

己
﹅

の
﹅

存
﹅

在
﹅

か
﹅

ら
﹅

であるが故」（11-393、傍点引用者）に、道徳の立場においては自己が問

題にならないからである。自己がすでに前提とされてしまっている限り、道徳の立場からは自己の存在は問えな

い。宗教とは決して繰り返すことのできないこの一回的な生の足場を問題にする事実であり、西田が終生追い求め

た実在の問題はこの事実を見つめてゆく眼差しの中でひらかれ、「哲学者はこの心霊上の事実を説明」（11-371）す

るものとして位置づけられる。したがって、西田の宗教へのアプローチはそれぞれの宗教が持つ教義にではなく、

宗教が〈我々の自己の存在そのもの〉を問題とし、「自己の自己矛盾的存在たること」（11-393）の自覚をひらくと

いう事実に向けられる。その意味では、「自己の自己矛盾的存在たること」の自覚をひらくものとして、仏教のみ

ならずキリスト教の根本が問題になる。そして、キリスト教の根本が問題になる限り、「西田哲学とキリスト教」

という問題の設定は意味を持ってくるのである。

第�章 「西田哲学とキリスト教」の問題背景

近年ではこうした宗教に対する西田の哲学的なアプローチを踏まえ、仏教にとどまらずキリスト教との関わりか

ら西田の宗教論に言及にする研究も増えた。いくつかのタイプに分けて先行研究を概観することが可能だと思われ

るが、次の三つのタイプに分けて概観したい。

（�）西欧キリスト教に対する批判から、西欧キリスト教に見られる閉塞性を克服するものとして西田哲学を

取り上げるもの 5。

（�）西田哲学とキリスト教の歴史的対話を問題とし、西田哲学に対するキリスト教の影響関係を取り上げ、

整理したもの。

（�）西田哲学とキリスト教のその両者の対話的地点に立ち、西田哲学に内在する宗教間対話の可能性をひら

こうとするもの 6。
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「西田哲学とキリスト教」というテーマ設定から考えれば、（�）の先行研究がもっとも直接的な研究であるが、

小川圭治がこの研究の先駆であり、西田哲学とキリスト教の思想的対話を四期に分けて考察している。第一期は

『善の研究』（1911 年）の執筆期、第二期は『無の自覚的限定』（1932 年）から『哲学論文集一、二、三』（1939

年）まで、第三期は『実践哲学序論』（1940 年）以降、第四期は遺稿論文「場所的論理と宗教的世界観」（1945年

／刊行年 1946 年）である。小川の行なったこの四区分は「西田哲学とキリスト教」研究の時期区分の典型となっ

ている 7。同じく綿密な資料研究により西田哲学とキリスト教との歴史的な対話に注目したものとして浅見洋が挙

げられる 8。浅見は資料研究によるキリスト教からの影響史を詳細に分析したが、それに留まらず西田哲学のキリ

スト教思想への可能性として宗教間対話のあり方を問題にしている点で、先行研究の（�）にも分類されよう 9。

「西田哲学とキリスト教」に関する従来の研究は、多くの場合、両者の相違や思想的な対話に注目する中で、西

田の宗教理解に内在する宗教間対話という見地、すなわち諸宗教の対話的見地に立ちうる西田の場所的論理として

の宗教論を問題にするに留まっている。すなわち、いずれも西田哲学そのものを問うものではなく、西田哲
﹅

学
﹅

に内

在するキリスト教の問題へと踏み込む研究は十分に展開されてこなかったように思われる。本稿は、西田の宗教論

や「西田哲学とキリスト教」をめぐる影響史から論を起こすのではなく、むしろ西田哲学が『善の研究』以降中心

課題としてきた〈実在〉の問題を考究の出立点とすることによって、西田哲学とキリスト教の関係を問題にした

い。

西田は書簡を通して自らの哲学的動機が「現実把握にある」と西谷に述べていたが、先に見たように、現実とは

その都度新しく自らを生きなければならない自己の現実であり、自己のこの一回的で具体的な生の営みを掴むこと

が西田哲学の出立点であり着地点である。1937 年信濃哲学会の講演の中で、西田は「我々の最も平凡な日常の生

活が何であるかを最も深く掴むことに依って最も深い哲学が生れる」（14-267f. ）と語っており、三木清が「西田

哲学の中心問題はその発展のあらゆる段階を通じて実在であると云ふことができる」と語った同じ 1936 年には、

『理想』の編集者宛の書簡 10で「純粋経験の考以来、私の考え方は最も直接的な具体的な実在から出立するといふ

のでした」（13-138）と、自らの哲学的思索の道行きが実在の解明と呼応したものだったと告白している。すでに

言及したとおり、西田が『善の研究』当初から宗教を「哲学の終結」（1-3）と考えその考察に一編を割いたのは、

宗教に対する考察が現実の世界を最も深く掴む上で不可欠だったからである。西田において宗教とは実在の最具体

相であり、自己の存在は実在の最具体相として問題になる。それゆえ、西田がキリスト教に言及し、自らの哲学的

思索を神学用語から展開するとき、そこでは最も具体的な実在へと深まりゆく西田の哲学的動性が見られるのであ

る。

西田の宗教論を問題にするということは、西田哲学の中心課題である実在の最具体相を問題にすることであり、

本稿では西田の宗教論の中心に「愛」の問題が横たわっていることに注目し、この愛の概念の展開として西田の宗

教論を位置づけてゆきたい。しかしそれは同時に、西田の実在論が愛論と共に展開されてきたことを物語るもので

もある。西田の愛論が展開するに伴い、西田の実在理解も大きく展開してゆくのである。本稿では、小川の「西田

哲学とキリスト教の対話」の四区分を踏襲しつつ、西田が愛の問題に積極的に取り組んだ第一期『善の研究』期と

第二期『無の自覚的限定』期を取り上げる中で、西田の愛論の展開とそれに伴う実在論の展開を問題にしてゆきた

い。もちろん、西田の愛論が最終的な形で提示されるのは最晩年の「場所的論理と宗教的世界観」であるが、詳細

に取り上げる紙幅を持たない。「おわりに」において、愛論の展開の最終的なかたちに触れることができればと思

う。

第�章 『善の研究』における愛の問題

西田が『善の研究』の中で愛を問題にするのは、第�編宗教の、とりわけ後で付加された最終章においてであ

る。『善の研究』第�編は、西田が序で語るように「かねて哲学の終結と考えている宗教」（1-3）についてまとめ

たものであるが、全体は�章からなり、第�章は「宗教的要求」、第�章は「宗教の本質」、第�章は「神」の定

義、第�章は「神と世界」の関係、第�章は「知と愛」というかたちで〈愛〉が主題となる。

西田は、宗教的要求を「自己の生命に就いての欲求……我々の自己がその相対的にして有限なることを覚知する
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と共に、絶対無限の力に合一して之に由りて永遠の真生命を得んと欲するの要求」（1-169）と定義している。小川

が指摘するように、西田は最晩年に至るまで宗教の核心を「ガラテヤの信徒への手紙」�章 20節を引用して説明

するが、『善の研究』においてもこれを引用し

パウロが「既にわれ生けるにあらず基督我にありて生けるなり」といつた様に、肉的生命の凡てを十字架に釘

付け了りて独り神に由りて生きんとするの情である。真正の宗教は自己の転換、生命の革新を求めるのである

（1-169）

と強調している。自己の否定的転換あるいは自己実現というモチーフが西田の宗教論の核心であり、「場所的論理

と宗教的世界観」においても「我々の自己はその生命の根源に於て、何時も絶対的一者との、即ち神との対決に立

つて居るのである、永遠の死か生かを決すべき立場に立つて居るのである」（11-427）と語られる。西田の宗教に

対する基本的な態度は自己の否
﹅

定
﹅

的
﹅

転換ないし実現であり、その意味では『善の研究』以降、西田の宗教に対する

態度は変わらないと言うこともできる。しかし神人関係に関して見る限り、『善の研究』と「場所的論理と宗教的

世界観」ではその理解を大きく異にしているのも事実である。こうした変化は一言で言えば、神と人間との関係を

切れ目のない〈合一〉に見るか〈対決・対立〉に見るかであるが、本稿はここに西田哲学とキリスト教の対話の深

化の所産を見る。

『善の研究』では、実在は「意識現象」として考究され、神は我々の精神活動（意識）の根底に働く「統一的或

者」（1-181）、「宇宙の統一者であり実在の根柢」（1-182）と理解されている。人格も愛もこの「統一的或者」に帰

せられる概念であり、西田は神の統一作用を「愛」、また神の統一する力を「人格」と整理した上で、汎神論的な

神観を提示する。「神は宇宙の根柢たる一大人格であるといはねばならぬ。……宇宙は神の人格的発現といふこと

となる」（1-182）。「人格」という言葉は使用されているものの、『善の研究』期の西田が「人格」という言葉で捉

えたのは、個的実体としての人格概念でないことは確かである。むしろ二項関係を統一する力あるいは統一作用と

して理解されており、この統一に預かることが宗教の本質とされている。実際、実在を「統一」というモチーフか

ら導き出そうとする西田は、「最深の宗教は神人同体の上に成立することができ、宗教の真意はこの神人合一の意

義を獲得するにある」（1-177）と語り、宗教の本質は「神人合一」に見られ、愛は「二つの人格が合して一とな

る」（1-176）ことだと理解されている。ここで注目されなければならないのは、『善の研究』期における西田が

「神人合一」の可能根拠を両者の同一性に見ていることである。「我々が神を敬し神を愛するのは神と同一の根底を

有するが故」（1-176）とする西田において、愛は同一の根底を持つものの統一作用として捉えられている。西田の

こうした発言は汎神論的であり、人格を個的実体と取らない西田の宗教論を仏教的伝統の問題圏にあると理解する

傾向は強い。小川もまた、ここに西田とキリスト教の断絶を見ようとする。確かに、個的実体としての人格概念は

西洋の形而上学的伝統においては主流である。しかし、キリスト教の三位一体論は、個的実体として括ることので

きない神の神に対する関係が前提となっている。キリスト教の根底には個的実体という枠組みだけでは括ることの

できない人格概念の伝統があり、田中裕はこの伝統を「人格を〈実体〉ではなく〈関係〉と見なす伝統」11と言い

表している。人格を「〈関係〉と見なす伝統」がキリスト教にもある限り、西田の愛論が〈関係を繋ぐ〉ものとし

て理解されているからといって、直ちに西田の宗教論を仏教と結び付けて理解すべきではないであろう。

『善の研究』期の西田は、愛を「意識現象」たる実在の根底に働く「統一的或者」の自発自展のうちに位置づけ、

「神は凡ての実在の根柢として、其愛は平等普遍でなければならず、且つその自己発展其者が直に我々に取りて無

限の愛でなければならぬ」（1-185）と語る。西田は神の愛を神の自発自展の働きと解し、その自発自展の働きにお

いて人間が神の愛に預かるという〈愛〉の理解を示すのである。神は自らを人間と結びつける統一力（人格）であ

り、それが可能であるのは神と人間がその根底において一つだからである。それゆえ、神が自らを愛することが同

時に人間を愛することであり、人間が自らを愛することが同時に自らの根底としての神を愛することになる。西田

は「神の統一作用は直に万物の統一作用」であり「神の他愛は即ちその自愛」（1-185）と結論づけている。

以上のような議論の最後に、第�章「知と愛」というかたちで西田の愛論が展開される。ここでは、知と愛が自

他合一を旨とする「同一の精神作用」（1-197）だと論じられ、知と愛を区別する考え方そのものが実在世界の抽象
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化に過ぎないと指摘される。西田は数学者が数理に没頭する例を挙げ、数学者が寝食を忘れて数理に没頭できるの

は、解を得たいという知的好奇心を越えてそこに数理そのものへの愛があるからであり、逆に数理への愛があるか

ら解を得たいと思うのだと言及している。「物を知るには之を愛せねばならず、物を愛するには之を知らねばなら

ぬ」（1-197）と強調され、知と愛が一つになって働く精神作用は「主客合一の作用……我が物に一致する作用」

（1-196）として主題化される。「我が物に一致する作用」とは〈純粋経験〉であり、西田は純粋経験のうちに知と

愛が一つになって働く精神作用を見ようとする。「我々が自己の好む所に熱中する時は殆ど無意識である。自己を

忘れ、唯自
﹅

己
﹅

以
﹅

上
﹅

の
﹅

不
﹅

可
﹅

思
﹅

議
﹅

力
﹅

が独り堂々として働いて居る。此時が主もなく客もなく、真の主客合一である。此

時が知即愛、愛即知である」（1-198、傍点引用者）。「同一の精神作用」だと語られる知と愛は、共に忘我ないし没

我の境地において主客が合一し、「自己以上の不可思議力が独り堂々として働いて居る」ところに成立するもので

ある。西田はこの統一作用そのものになりきるところで、知と愛の精神作用を問題にするのである。

西田の知と愛をめぐるこうした議論は、『善の研究』期の西田の宗教観、道徳観を良く表わしてもいる。『善の研

究』では、道徳と宗教の区別はほとんどなく、むしろ道徳の完成として宗教は理解されている。「愛を知の極点」

と言及しながらも知と愛を切れ目のない「同一の精神作用」と理解する西田は、「学問も道徳も皆仏陀の光明であ

り、宗教といふ者は此作用の極致である」（1-199）と述べている。『善の研究』第�編「善」では、「之を独立の倫

理学と見ても差支ないと思ふ」（1-3）と西田自らが語るように、道徳が問題にされている。ここでは愛が善行の極

致として論じられるがゆえに、愛は極めて〈上昇的な自己実現〉モデルにおいて捉えられている。「自己の最大要

求を充し自己を実現するといふことは、自己の客観的理想を実現するといふことになる、即ち客観と一致するとい

ふことである。この点より見て善行為は必ず愛である」（1-155）。宗教を道徳の完成と見なす『善の研究』期の西

田は、「愛というのは凡て自他一致の感情である。主客合一の感情である。……プラトーは有名な『シンポジュー

ム』に於て愛は欠けたる者が元の全き状態に還らんとする情であるといつて居る」（1-156f. ）と、プラトンのエロ

ス的な愛を引き合いに出すのである。もちろん、こうした上昇モデルにおいて捉えられた愛の内実は〈純粋経験〉

であるから、西田は先の引用に続けて

併し更に一歩を進めて考へて見ると、真の善行といふのは客観を主観に従へるのでもなく、又主観が客観に従

ふのでもない。主客相没し物我相忘れ天地唯一実在の活動あるのみなるに至つて、甫めて善行の極致に達する

のである（1-156）

と結論するのである。「天地唯一実在の活動あるのみ」と強調される道徳的境地は、西田の「天地同根万物一体」

（1-156）という世界観に支えられながら、西田の宗教論を汎神論的な色彩で満たしてゆく。それゆえ、自他合一の

精神作用として言及される知と愛も、究極的には「天地唯一実在の活動」へと回収されるものである。

西田は知と愛を「同一の精神作用」と理解しているが、しかし両者を全く区別なく使用しているわけではない。

知と愛は、それが対象とするものの相違により区別される。西田によれば、知が非人格的対象を志向するのに対し

て、愛は人格的対象を志向する。その限りで、「非人格的対象の知識」である知よりも「人格的対象の知識」

（1-198）である愛の優位性が強調される。なぜなら、西田において「宇宙実在の本体は人格的の者」（1-199）だか

らである。その意味では、非人格的対象に向かう知よりも人格的対象に向かう愛が上に位置づけられるのは当然で

あり、ここに西田独自の視点を見ることができる。西田にとって所謂哲学的な分析推論は表層的な知の遂行であ

り、人格的対象である実在は推論知によっては捕捉できないものである（1-199）。西田が知と愛とを相即的に捉え

るのは、知の対象が究極的には「統一的或者」たる実在自体に置かれているからであり、それを捉えうるのは人格

を対象とする愛以外にはないと考えるからである。愛とは「実在の本体を捕捉する力」（1-199）であり、その意味

で「物の最も深き知識」「知の極点」（1-199）である。学問や道徳の完成が宗教に見られていたように、ここでは

知の完成が「愛」に見られている。

『善の研究』では、実在が意識現象の自発自展およびその統一といった文脈から論じられ、西田の宗教論もこの

文脈から外れるものではない。人格を意識現象の「統一力」、愛を意識現象の「統一作用」と整理する西田におい

て、愛が「自己を捨てて他に一致するの謂」（1-197）である限り、神を愛することは自己が神に回収されることで
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もあり、そこには「天地唯一実在の活動あるのみ」と表現される〈純粋経験〉が見られるだけとなる。合一の可能

根拠が人格同士の同質性に置かれ、「境遇を同じうし思想趣味を同じうし、相理会する愈
﹅

々
﹅

，
﹅

い
﹅

よ
﹅

い
﹅

よ
﹅

深ければ深

い程同情は益々濃
こまや

かになる」（1-198）と語られるのを見ても、『善の研究』は「私と汝とを包摂する何らの一般者

もない」（6-381）と規定する『無の自覚的限定』（1932 年）の立場とは明らかに異なるのである。しかし、『善の

研究』においても愛は〈関係を繋ぐもの〉として捉えられている。この点は、西田の愛論を理解するにあたり踏ま

えなければならない事実である。

第�章 『無の自覚的限定』における愛の問題──「アガペー」としての愛

�．『善の研究』から『無の自覚的限定』への展開

『善の研究』から『無の自覚的限定』までに 20 年余りの開きがあるが、キリスト教との対話という観点から見る

限り、大きな変化は見られない。もちろん、『一般者の自覚的体系』（1930 年）所収「叡知的世界」（1928年）を中

期西田哲学の宗教論と位置づけることはできる 12。判断的一般者から出発して一般者の一般者とも言うべき無の一

般者へと到達するその道行きを示した同論文では、道徳の完成としての宗教観は払拭され、むしろ道徳から宗教へ

の転換に伴う自己否定的な契機が強調される。「道徳的自己があると云ふことは、自己を不完全として何処までも

理想を求めることであり、良心が鋭くなればなる程、自己を悪と感ずるのである。かゝる矛盾を越えて真に自己の

根柢を見るには宗教的解脱に入らなければならない、徹底的に自己を否定することによつて自己の根柢を知るので

ある。その境地に於ては善もなければ悪もない」（5-172）。このように「善もなければ悪もない」と道徳を超えた

宗教的立場に言及する西田は、しかし「宗教的意識に於ては、我々は身心脱落して、絶対無の意識に合一するので

ある」（5-177）と未だ〈合一〉のモチーフを残して議論をしている。後期哲学への移行期に執筆された『無の自覚

的限定』（1932 年）は神学用語が頻出する点で特異であるが、同書以降〈合一〉という言葉が敢えて避けられ、神

と人間、個と個の関係が〈対立〉において捉えられるようになる。それは西田の宗教論に変化を与えるだけでなく

西田の思索そのものにも変化を与えているように思われる。〈合一〉というモチーフが残る論文「叡知的世界」

（1928年）と『無の自覚的限定』の開きはわずか�年であり、後期西田哲学が個と個の関係から歴史的世界を考究

することを鑑みれば、『無の自覚的限定』は西田哲学そのものの転換点と考えることができる。

『無の自覚的限定』では、「我々の人格と考へられるものはその一歩一歩が絶対に自由でなければならない、自由

なるものの統一として人格といふものがある」（6-277）と言われ、西田は「一歩一歩が絶対に自由」な個と個の

〈関係〉から〈人格〉を問題にし、この自由なる個が切り結ばれるところに〈愛〉の働きを見ている。『無の自覚的

限定』では、実在は決して結びつかないものの「飛躍的統一」（6-277）として考究され、〈自他合一〉というモ

チーフによる愛の考究は否定されるのである。「普通には愛といふことを単に自他合一と考へて居るが、……単な

る自他合一は愛ではなくして一種の衝動に過ぎない」（6-278）。西田は「一歩一歩が絶対に自由」な人格が「飛躍

的統一」をなしてゆく構造を、「永遠の今の自己限定」という実在の限定形式から問題にし、時間と永遠のパラド

キシカルな関係から問い直している。「真に時といふものが考へられるには、非連続の連続として考へられるので

なければならない。時は現在の底に消え行くものでなければならない、矛盾の統一として時といふものが考へられ

るのである」（6-279）。西田は、「現在の底に消え行く」時間がその「消え行く」ところにおいて統一される構造を

「永遠の今の自己限定」と語ることにより、永遠と時間のパラドキシカルな関係において実在を考究しようとする。

本稿の関心は、こうした永遠と時間のパラドキシカルな関係から実在が問題にされるところにあり、とりわけ愛が

「現在の底に消え行く」時間の「飛躍的統一」として捉えられているところに集中する。西田は自らの時間論がキ

ルケゴールの瞬間理解と共鳴するものであることを告白している。「それはケェルケゴールのパラドックスといふ

如きものでなければならない、我々は今が今自身を限定する瞬間に於て神に触れるといふことができる」（6-147）。

キルケゴールのパラドックスは人間が神に触れられるその瞬間におけるパラドックスであるが、それは現在に対す

る人間の本来的な関わり方において、眼を見開いて直視する瞬間 Augenblickにおける〈キリストの受肉〉の反復

というかたちで問題にされる。それゆえ、瞬間におけるパラドクスとはイエス・キリストにおける神人のパラドッ

クスであり、瞬間とは神が人間となる瞬間、すなわち受肉の瞬間である。〈結びつくことないものが結びつく〉そ
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れがパラドックスであり、西田はここに永遠と時間、神と人間との関係を見ようとする。しかし同時に、この結び

つくことのないものが〈結びつく〉パラドックスに、西田は〈愛〉の究極的なかたちを見るのである。すでに概観

したように、『善の研究』において考究された愛は「統一的或者」に最終的には回収される「統一作用」であり、

また統一の可能根拠も神と人間の同質性に置かれていた。しかし『無の自覚的限定』では、愛は決して結びつくこ

とのない「その一歩一歩が絶対に自由……自由なるものの統一」（6-277）として論じられる。決して結びつくこと

のない「自由なるものの統一」、すなわち「掴むことのできない瞬間が瞬間自身を限定する」ところに、西田は永

遠なる神が自らを犠牲にする自己否定的な愛である「絶対の愛
ア ガ ペ ー

」を見るのである。『無の自覚的限定』所収「私と

汝」では、「アガペは憧憬ではなくして犠牲である、神の愛であつて人間の愛ではない、神から人間に下ることで

あつて人間から神へ上ることではない」（6-421）と語られ、愛は「統一的或者」の自発自展ではなく、極めてキリ

スト教的な神のケノーシスとして受け止められている。

�．私と汝──「絶対の他」の呼声に応答するということ

論文「私と汝」では、個は他の延長とはなりえない、あるいは他を延長とはなしえないという「他」の予感を孕

むものとして論及される。西田はこの「他」との関係から具体的な個を問題にし、私と汝の人格的関係を主題とす

る。西田は自己のあり方のうちにすでに異他なるものが内在することを問題にして、「一と他との間に何等かの媒

介するものがあつてはならない、自己が自己の中に絶対の他を含んでゐなければならぬ」（6-380）と語る。西田の

この語りは「自己が自己に於て自己を見る」という中期の自覚の議論に呼応するが、後期西田において自覚は自己

の存在構造（そして自己が於かれている世界の構造）を意味するものとして登場する。西田は自己の自覚を「絶対

の他」13という術語から主題化し、

自己が自己に於て自己を見ると考へられる時、自己が自己に於て絶対の他を見ると考へられると共に、その絶

対の他は即ち自己であるといふことを意味してゐなければならない。而してかゝる意味に於て見るものと見ら

れるものとを包むものは、限定するものなき限定として無の一般者と考へられるものでなければならぬ。それ

は無媒介的媒介、非連続的連続といふべきものでなければならない（6-386）

と言及する。自己は無媒介的な自覚構造をもつと述定されるが、この述定は自己が自己ならざるものに拠って自己

であること、言い換えれば自己ならざるものによって自己が否定され、その否定において自己が獲得されるという

自覚の構造を明らかにする。西田の思索の特徴は、このような論理構造をもつ自覚を私と汝の人格的な関係から問

題とするところにある。「私と汝とは絶対に他なるものである。私と汝とを包摂する何等の一般者もない。併し私

は汝を認めることによつて私であり、汝は私を認めることによつて汝である、私の底に汝があり、汝の底に私があ

る、私は私の底を通じて汝へ、汝は汝の底を通じて私へ結合するのである、絶対に他なるが故に内的に結合する」

（6-381）。ここでは具体的な自己のあり方が異他なるものによって保証され、自己はそれを「汝」と認
﹅

め
﹅

る
﹅

ことで

自らを回復している。もちろんそれは、「絶対の他」が所謂パーソナルな人間とイコールであるという単純な議論

ではなく、〈私の自己性が拭い去られるその絶対的な否定の場〉を、西田が〈「絶対の他」を汝と認
﹅

め
﹅

る
﹅

という人格

的な関係の場〉以外には見ないということである。

西田において特徴的なのは、この否定の場を人格的な応答関係から問題にするところにある 14。

我々に対し絶対の他と考へられるものは自己自身を表現するものの意味を有たなければならない、……絶対に

対立するものの相互関係は互いに反響し合ふ、即ち応答するといふことでなければならない。何処までも独立

に自己自身を限定するものが、自己限定の尖端に於て相結合するのが応答といふことである、そこには所謂自

他合一と正反対の意味がなければならない（6-392f. ）。

西田はここで、汝と見なされる「他」が自らを表現するものだと分析している。言い換えれば、自らを表現する

ものに応答する、それが他を汝と〈認める〉ということであり、この応答関係がどこまでも独立に一回的な現在を
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生きる個と個の関係をひらくのである。現在の私に対するものの一切は私の延長にはなりえない「他」であり、西

田はそこに私-汝関係の原初的なかたちを見ている。しかも、こうした応答関係は「単なる表現の内容といふ如き

ものではなくして、私が私の自己限定としての事実を、汝は汝の自己限定としての事実を話し合ふ」（6-405）とこ

ろに生起する。それは現在を生きる自己の時間論的な応答関係を問題にしている。西田の時間論は永遠と時間とが

パラドキシカルに現在において交差する時間論であるが、西田はこうした現在を生きる自己の生を「過ぎ去った

汝」として過去と向き合い、〈まさに来らんとする汝〉として未来と向き合う人格的な応答関係から論じようとす

るのである。

我々が自己自身の底に無限の過去を見、更に自己自身の底に於て未来から過去を限定すると考え得るのも、

否、時を否定すると考へ得るのも、自己に対するものが汝であるといふ意味からでなければならぬ。……我々

が自己自身の底に絶対の他として汝を見るといふことから、時の限定が始まるのである（6-418f. ）。

しかし、自己の出会う一切が「汝」であるならば、われわれは「今、ここ」で常に無限の責任を負っていること

になる。西田は「自己自身の底に自然を蔵すると云つても、理性を蔵すると云つても、かゝる考は出て来ない。

……私自身の底に汝を蔵しそれによつて私が私自身であるといふことから、私は私の存在そのものの底に無限の責

任を有する」（6-420）と強調する。現実の只中において自己を呼び起こす声は、自己の外からではなく自己の根底

からの声であり、この異他なる呼声にいかに応えるかという責任をわれわれは担っている。とはいえ、有限な自己

が無限の当為に応えることは現実には不可能であり、無限の当為に応え得ないという現実は、自己の存在に対する

無限の罪意識を生むことになる 15。

西田は無限の当為に応え得ないという罪意識（原罪）に言及することで宗教的次元をひらいてゆく。西田におい

て宗教は実在世界の最具体相であり、それゆえ罪意識を問題にすることで西田は、どこまでも抽象化・一般化を拒

む具体的な実在世界を問うのである。

汝は単に一般的なる抽象的汝であつてはならぬ、又歴史的と云つても単なる歴史的事実として了解の対象とい

ふ如きものであつてもならぬ。それは私の底から限定する歴史的汝でなければならぬ、私は私の底に歴史的汝

を見ることによつて私が私であるのである。……当為と云つても、単に抽象的なる一般的当為といふものがあ

るのでなく、私が私の限定せられた歴史的位置に於て、私に対するものを歴史的汝と見ることによつて、真の

当為といふものが考へられるのである。かういう意味に於てのみ実在の根底に人格的なるものを考へ、人格的

なる物の上に実在界が建てられると考へることができる（6-420f. ）。

一瞬一瞬に出会われる他の呼声にいかに応えるか、そのような課題を担う者として私は私であり、私は汝の呼声

に呼び起こされ、その呼声に応える中で歴史的な実在世界をひらく。それゆえ実在世界は、無限と過去と無限の未

来がそこにおいて一つとなる私と汝の出会いの場においてひらかれるのである。

�．「絶対の他」の呼声と「絶対の愛
ア ガ ペ ー

」

西田は、無限の当為に応え得ないという罪意識（原罪）が問題にされるところで、自己の存在が問われうると考

えている。

道徳的にはわれわれは有限なる自己の中に無限の当為を蔵することによつて人格と考へられ、宗教的には罪の

意識なくして人格といふものは考へられないと云はれる。併し我々の人格的自己は何故に斯く考へられねばな

らぬのであろうか。それは我々の自己自身の底に絶対の他を蔵するといふことを意味するに外ならない。自己

自身の底に蔵する絶対の他と考へられるものが絶対の汝といふ意義を有するが故に、我々は自己の底に無限の

責任を感じ、自己の存在そのものが罪悪と考へられなければならない。我々はいつも自己自身の底に深い不安

と恐怖とを蔵し、自己意識が明となればなる程、自己自身の罪を感ずるのである（6-419f. ）。
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西田はこのように議論を起こしたうえで、自らの語る「絶対の他」が自己の根底において「私を殺す」（6-401）

ものだと論じる。自己の存在の底部で働く絶対の否定は、私によって回収されることを拒む〈他の呼声〉である

が、「自己に於て」見られる「他」は未だ「客観的精神」や「宇宙的精神」といった自己拡大の方向に向かいうる

可能性を残している。その意味で、「自己に於て絶対の他を見る」という述定は未だ不十分であり 16、西田は「自

己拡大と反対の意味に於て自己の中に絶対の他を見る」（6-424）という言葉遣いで、良心の呵責に苛まれ、自己の

存在そのものを罪悪とせざるを得ないような「絶対の他」の否定性を「絶対の他において自己を見る」という定式

において取り上げようとする。

自己自身の底に絶対の他を見るといふことの逆に絶
﹅

対
﹅

の
﹅

他
﹅

に
﹅
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自
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己
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といふ意味に於てのみ、真に自己

自身の底に原罪を蔵し、自己の存在そのものを罪とする人格的自己といふものが考へられるのである。そこに

キリスト教の所謂アガペの意味がなければならない（6-424、傍点引用者）。

西田は、自らの存在を罪悪と感じ、自らの存在を「罪」とせざるをえない絶対の否定性において、自己が逆に回

復されると考えている。すなわち、自己の絶対的な否定による無媒介な直接性において「真に私が私であるものと

なる」（6-424）と主張するのである。

「絶対の他」の呼声に応えるということは、その呼声に応えられないという絶対否定から生きるということであ

り、西田はこの「絶対の他」の否定性を「アガペ」という言葉で先鋭的に描き出す。アガペーとは、自らを犠牲に

する絶対否定の愛である。それはエロス的な自己拡大とは反対の意味において考えられる愛である。しかも、「神

の愛であつて人間の愛ではない、神から人間に下ることであつて人間から神へ上ることではない」（6-421）と強調

されるように、アガペーは「ケノーシス」とも言うべき神の自己無化、十字架の死におけるキリストの自己無化

（フィリ�：6-8）を意味している。西田は、われわれが他の呼声に呼び起こされ、応答し、他を愛することができ

る根拠を神の「アガペ」に貫かれてある自己のあり方に見るのである。西田の語る「アガペ」とは、神の徹底的な

自己犠牲に基礎付けられた創造の原理である。神から人間へと至る道は神の徹底的な自己否定としての道であり、

この絶対の否定から西田は私と汝が関係しあう実在世界、すなわち歴史的世界そのものを語るのである。こうした

自己否定的な神の愛は、ドイツの宗教哲学者ハインリッヒ・ショルツの『エロスとカリタス』の原文によってより

明確に提示される。

Die Menschwerdung Gottes. In der Christuserscheinung. Und welch eine Menschwerdung ! Bis zum Tode am

Kreuz. So manifestiert sich die Gottesliebe. （神の受肉。キリストの現われにおいて。なんという受肉！十字

架における死に至るまで。このようにして神の愛は顕わになるのである）17（6-421f. ）。

西田は「永遠の今の自己限定」を切り結ぶ愛（アガペー）の否定性を、受肉の出来事と十字架におけるキリスト

の死を平行に置くショルツの言葉を引用して説明し、この否定において私と汝が織り成す歴史的な実在世界がひら

かれると考えている。しかしそれは、私-汝関係を離れて超越的な神がどこかにあるということではない。むしろ

私-汝の関係において、その関係をひらく働きが神のアガペーであり、神のアガペーは自己性が一切拭い去られた

場をひらくという意味で絶対の否定、すなわち「絶対の無」なのである 18。

おわりに

西田の語る歴史的世界は創造的な世界である。それは私と汝の応答関係によって、新たに創造されてゆく世界だ

と言ってよい。この「新たに」というところで歴史はひらかれ、この「新たに」は、〈絶対無の自覚〉という言葉

遣いで提示されるのである。〈絶対無の自覚〉は、しかし、絶対者の自己無化としてのアガペーである。アガペー

とは絶対者が自らを否定する絶対の無への動性であり、絶対が自らの中に無を含み、相対へと自らを翻す無への動

性でもある。それゆえ、そこでは一切が消され、消されるという動性において一切が神の無化のうちに創造される
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のである。西田の自覚とは、〈 愛
アガペー

〉に基礎づけられた自覚であり、愛を「知の極点」（1-199）とする『善の研究』

の議論は、より論理的に突きつめられたかたちでここに提示される。

しかし同時に、西田は『善の研究』の議論を展開させ、最晩年には堕罪と贖罪、創造と救済、否定と肯定とを切

り結ぶ論理として愛論を構築してゆく。神は「極悪にまで下り得る神」（11-404）と語られ、よりキリスト教の根

幹に触れる議論の中で、西田は歴史的世界を問題にしてゆくのである。西田は「場所的論理と宗教的世界観」の最

後で、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」において無言のまま老審問官に近づいて接吻す

るキリストの姿を描くことで、神のアガペーを語りだそうとする。15世紀のスペインのセヴィリヤ、毎日夥しい

数の異端者が焚殺される時代に、それを物見遊山に観察する聴衆の只中で、キリストは人知れずに現われ、密やか

に奇跡を行なう。それに気づいた大審問官はキリストを捕らえ、キリストを徹底的に批判しなじるのである。

「何故今になつて、我々の邪魔をしに来たか、明日はお前を烙き殺してくれる」と云ふのだ。之に対し、キリ

ストは終始一言も云はない、恰も影の如くである。その翌日釈放せられる時、無言のまゝ突然老審問官に近づ

いて接吻した。老人はぎくりとなった（11-462）。

西田は「始終影の如くにして無言なるキリストは、私の云ふ所の内在的超越のキリストであらう。これは私一流

の解釈である」と、もちろんこうした解釈に批判が集中することを承知の上で「併し新しいキリスト教的世界は、

内在的超越のキリストによつて開かれるかもしれない。……神なき所に真の神を見るのである」（11-462）と自ら

の立場を明らかにしている。「神なき所」とは、神の自己否定の徹底たる「神なき」世界である。夥しい数の人間

が殺され、それを物見遊山に楽しむ聴衆の只中にキリストは立ち、夥しい数の人間を虐殺した大審問官を前にし

て、黙してこの大審問官に接吻をする。それこそが西田がアガペーとして語りだす神の姿であり、アガペーの徹底

として創造されゆく世界の姿がある。世界が悪魔的であればあるほど、そこでは自らを無にして悪魔的世界に寄り

添い、それに接吻する神のアガペーが貫徹されてゆく。西田は 愛
アガペー

を論理的に突き詰めて考究する中で、悪魔的な

までに創造的にその都度死して生まれゆく現実世界（実在）を語ることのできる論理を、「 愛
アガペー

」を軸に構築して

ゆくのである。
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れたもの、宗教と哲学との対立を乗り越えようとするような哲学」（J・ヴァン・ブラフト「西田哲学とキリスト教」、大峯
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きが他者との関係の場をひらいているという点で、「否定の働きは我々を超越した働きであると言わざるをえない」と語り、

さらに、「この否定の働きが、単なる相対的な否定であるならば、私にとっての否定となり、〈私にとって〉という自己性が

どこまでも付きまとい、結局のところ自らを越え出ることができない」と主張している（白井雅人「否定性と当為──後期

西田哲学の展開に向けて」、『西田哲学会年報』第�号、2007 年、146頁）。

17 括弧内、訳は筆者。Heinrich Scholz, Eros und Caritas: Die platonische Liebe und Die Liebe im Sinne Des Christentums. Halle :

Mac Niemeyer Verlag, 1929, S. 49. H. ショルツ（1884-1956）は 1920 年代から 30 年代にかけてのバルトの対論相手、共同研

究者となった宗教哲学者であり、ドイツで最初の数理哲学の教授にもなった人物である。1932 年に執筆された「私と汝」に

おいてこの『エロスとカリタス』（1929 年）が引用されていることを鑑みても、西田のキリスト教への関心の高さが見てと

れる。

18 西田は「我々の底から我々を限定する絶対の他と考へられるものは、歴史的限定の意義を有つたものでなければならない。

神は歴史の底に自己自身を啓示するのである」（6-426）と語っているが、神が歴史を通じて自らを啓示することそれ自体を

「アガペ」と理解している。
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西田哲学と宗教哲学

小坂国継

�．宗教哲学としての西田哲学

西田哲学は全体として宗教哲学であるといえるだろう。西田哲学は、スピノザ哲学やキルケゴールの思想と同

様、本質的に宗教的自覚の論理である。西田は宗教をあらゆるものの根本であり、基址であると考えていた。いっ

さいのものは宗教より出て、また宗教に帰る、と考えていた。処女作『善の研究』では、「学問道徳の本には宗教

がなければならぬ、学問道徳はこれに由りて成立するのである」（第�編第�章）といわれ、「人智の未だ開けない

時は人々かえって宗教的であって、学問道徳の極致はまた宗教に入らねばならぬようになる」（第�編第�章）と

いわれている。また遺稿「場所的論理と宗教的世界観」においても、「宗教的意識というのは、我々の生命の根本

的事実として、学問、道徳の基でもなければならない」（「場所的論理と宗教的世界観」�、岩波文庫 349）と述べ

られている。

西田は、晩年、歴史的世界の自己形成の問題に腐心した。現実の世界の歴史的形成の問題が彼の最大の関心事と

なった。この意味では、彼の哲学は歴史哲学であったといってよい。そして、「絶対矛盾的自己同一」「行為的直

観」「作られたものから作るものへ」の三つの用語が彼の歴史哲学の基本概念となった。「絶対矛盾的自己同一」と

いうのは、歴史的現実界の内的な論理的構造を表現したものであって、具体的には一即多・多即一とか、内即外・

外即内とか、時間的限定即空間的限定・空間的限定即時間的限定とかいった定式で表現される。それらはいずれ

も、絶対に矛盾的なもの、対立的なものが、そのように矛盾し対立しながら、しかも同時に自己同一を保持してい

ることをあらわしている。また「行為的直観」は、歴史的世界のこうした不断の自己形成を、行為的主体の側から

主体の働きに即して表現したものであり、「作られたものから作るものへ」は、同じくそれを反対に世界自身の側

から世界の働きに即して表現したものと考えられる。

しかし、西田の考えでは、歴史的世界の根底には宗教があるのであって、歴史的世界そのものが根本的に宗教的

構造を有しているのである。西田は、「宗教は個人の意識上の事ではない。それは歴史的生命の自覚にほかならな

い」（387）といい、「歴史的世界は、その根底において、宗教的であり、また形而上学的であるのである」（388）

といっている。したがって、「宗教を否定することは、世界が自己自身を失うことであり、逆に人間が人間自身を

失うことであり、人間が真の自己を否定することである」（392）とさえいっている。

西田の後期の論稿を見ると、一見、宗教とはまったく関係がないと思われるようなテーマをあつかったものに

おいてさえ、長短の違いはあるが、決まってその最終の部分で、それと宗教との関連について触れるか、あるいは

一般に宗教について述べることによって、その論稿を締めくくっている。「絶対矛盾的自己同一」「経験科学」「知

識の客観性について」「ポイエシスとプラクシス」など、いずれもそうである。こうした事実を見ても、西田の思

索のなかにいかに宗教が深く浸透しているか、いかに宗教が重要な位置を占めているかが窺い知られる。

�．西田の宗教観

一般に、西田哲学は「純粋経験」、「自覚」、「場所」、「弁証法的世界」あるいは「絶対矛盾的自己同一」の四つの
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時期に区分される。そしてそのどの時期においても、宗教は学問道徳の根本と考えられているが、西田が特に宗教

に関心をもち、それについて深く考察したのは前期の『善の研究』（明治 44 年、1911 年）と中期の『一般者の自

覚的体系』（昭和�年、1930 年）と晩年の「場所的論理と宗教的世界観」（昭和 20 年、1945 年、脱稿。刊行は

1946年）においてであろう。

そこで、処女作『善の研究』の第�編「宗教」と、『一般者の自覚的体系』所収の珠玉の論稿「叡智的世界」と

遺稿「場所的論理と宗教的世界観」を相互に比較して、その異同を検討してみよう。

上記のどの時期においても共通しているのが、①宗教を主として道徳との関連で考え、宗教を道徳の極限と考え

ていること、②宗教は価値の問題ではなく、存在の問題である、つまり自己という存在の在処の問題であると考え

ていること、いいかえれば宗教は「いかに生きるか」の問題ではなく、「なぜ自分は存在するか」の問題であると

考えていること、したがってまた③宗教は個人と超越者との関係の問題であり、具体的には、両者の同性的関係あ

るいは相即的関係の問題である、と考えていることである。

しかし、そうした問題について、西田の見解には終始一貫している部分と、各時期によって変化や力点の移動が

ある部分、さらには根本的な立場の転換がある部分とがあり、またそこに彼の宗教哲学の発展がみとめられる。

�．『善の研究』の宗教観

『善の研究』の宗教観の特質は、まずもってそれが「純粋経験」の立場から考えられていることであろう。純粋

経験というのは、主観と客観が未分離の意識の厳密な統一的状態のことをいうのであるが、同時に西田は個々の純

粋経験の背後には意識の「根源的統一力」（普遍的意識作用）があって、個々の純粋経験はこの根源的統一力の顕

現ないし発展の諸相であると考えていた。西田の純粋経験説が、一方では、ジェームズの「根本的経験論」

（radical empiricism）と結びつき、他方では、フィヒテ以後のドイツ観念論、特にヘーゲルの「具体的普遍」

（konkrete Allgemeinheit）の考えと結びつくゆえんである。前者においては主観即客観・客観即主観、内即外・

外即内であるが、後者においては個体即普遍・普遍即個体、一即多・多即一である。『善の研究』の第�編の「純

粋経験」や第�編の「実在」においては主客未分の純粋経験が表面に出ているのに対し、第�編の「善」や第�編

の「宗教」においては自己と根源的統一力（神）との相即的関係に力点が置かれている。

この時期の西田の宗教論の特質を概観すると、①『善の研究』においては、個々の純粋経験と根源的統一力、あ

るいは自己と神の同性的関係が強調されており、したがってまた有神論には批判的で、汎神論には共感的である。

しかし、西田の基本的な立場は「万有内在神論」（panentheism）に近い立場であるといえよう。

②宗教は道徳と連続したものとして、道徳の延長上に、また道徳の極限として位置づけられている。そこには、

宗教と道徳の断絶の要素、宗教は道徳の絶対否定的転換において成立するという要素は希薄である。たしかに宗教

における自己否定についての叙述がないわけではないが、全体としてはそうした印象は薄い。わずかにオスカー・

ワイルドの『獄中記』（De Profundis）の主人公の告白などに触れて、宗教における回心の契機について触れてい

る程度である。これに対して宇宙の根本である神とその表現であるわれわれの自己との相即的というよりも一体不

二的な関係が、ウェストコット、ベーメ、エックハルト、アウグスティヌス、ヘーゲル、テニスン、シモンズ、倶

胝、僧肇などの言葉を引いて、繰り返し説かれている。

③このことと連関して、『善の研究』では悪の契機やその積極的意義について触れた言説は少ない。それは、

いっさいのものが純粋経験であって、「純粋経験の事実は我々の思想のアルファであり、またオメガである」（第�

編第�章）と考えられているからであろう。純粋経験を唯一の根本的実在と考え、純粋経験からいっさいのものを

説明し、いっさいのものを純粋経験の発展の諸相として見ようとする立場からは、悪の存在やその積極的意義を論

ずることはきわめて困難なことであったと思われる。

④要するに、この時期の西田の宗教観は、宗教についての直接的表白の段階、いわば宗教の即自的形態であると

いえるだろう。
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�．中期の宗教観

西田の中期の宗教観は『一般者の自覚的体系』（昭和�年）に見られる。この著作は西田の著作のなかでももっ

とも形而上学的色彩の強いものであって、西田は判断的一般者（自然界）から出発して、判断における主語（特

殊）と述語（一般）の包摂関係にもとづいて「自覚的一般者」（意識界）に進み、今度は意識の志向作用を手がか

りにして「叡智的一般者」（叡智界）へと超越し、さらに叡智的一般者の種々の段階をへて、究極的な一般者であ

る「無の一般者」（絶対無の場所）にまで至っている。それは現象界から実在界へ至る形而上学的階梯を一歩一歩

昇っていく過程である。そしてこの時期の西田の宗教観は、この形而上学的階梯の最終段階においてまとまった形

で提示されている。ここでも、宗教は学問道徳の根本であり、その極所であるという考えは健在である。

さて、自覚的一般者（意識界）の極限にあって、これを包摂する叡智的一般者（叡智界）は、さらに知的・叡智

的一般者（意識一般）から情的・叡智的一般者（芸術的自己）をへて、最終的に意的・叡智的一般者（道徳的自

己）へと進む。叡智的一般者のもっとも深いところに意的・叡智的一般者すなわち道徳的自己が見られる。こうし

た主意主義的傾向もまた西田哲学の全時期に共通した特質といってよい。

さて、道徳的自己は絶対無の場所にもっとも近接した叡智的一般者であるが、西田はこの道徳的自己を「悩める

魂」として性格づけている。それは自己矛盾的な自己であって、道徳的自己はつねに理想と現実、義務と欲求、善

と悪、価値的なものと反価値的なものとの相剋の狭間にある。そして、こうした「悩める魂」である道徳的自己

は、その自己矛盾の極限において、自己の絶対否定による転換すなわち回心を経験する。それが宗教的意識である

と考えられている。したがって、道徳的自己と宗教的意識は直接的に連続しているのではない。そこには絶対の断

絶が介在している。道徳的自己と宗教的意識は絶対の断絶を介して連続しているのである。道徳的自己に死して宗

教的意識に生きるのである。

では、「宗教的意識」とはいったい何であろうか。宗教的意識とは、一言でいえば、自己の根底が絶対無に通じ

ているということの自覚である。また、それは同時に絶対無の場所自身の自覚でもある。したがって、宗教的意識

と絶対無の場所と絶対無の自覚は一体にして不二なるものである。宗教的意識における絶対無の自覚は同時に絶対

無の場所自身の自覚である。ここでも、個と普遍の相即的関係が主張されているわけである。『善の研究』におけ

る純粋経験と根源的統一力（神）との関係は、宗教的意識と絶対無の場所との関係に置き換えられ、それがともに

絶対無の自覚として統一されている。

この時期における西田の宗教論の特徴は、個の側における悪の問題が正面からとりあげられ、究極的に道徳的自

己が破綻し、その自己否定を媒介として宗教的世界があらわれる、と論じられていることである。ここでは、宗教

はもはや道徳の延長上に連続してあるのではなく、道徳的なものとの断絶において、すなわち非連続としてある。

この意味で、この時期の宗教論は宗教の自覚的段階であるといえるだろう。

けれども、絶対無の自覚が「見るものも見られるものもなく色即是空空即是色の宗教的体験」と定義されている

ように、この時期においては、宗教はまだ自己の側から、自己の否定的転換としてとらえられていて、それが同時

に場所の側から場所自身の否定的転換として見られるという要素は希薄である。

�．最晩年の宗教論

晩年の西田の宗教論は遺稿「場所的論理と宗教的世界観」（以下、「宗教論」と略称する）において、よく整理さ

れた形で提示されている。この時期の宗教論の特徴は他力的要素が強いことと、宗教がわれわれの自己の側から考

えられているとともに、超越者（絶対無）の側からも考えられていることである。この論文で頻繁に用いられてい

る「逆対応」の観念がそのことをよくあらわしている。晩年の西田の宗教論を考察するにあたっては、その遺稿に

おいてはじめて提示された「逆対応」の論理と、それまでの「絶対矛盾的自己同一」の論理の関係および異同の問

題、また「宗教論」において頻出する「絶対的一者」という用語と「絶対無」の関係の問題がその重要なテーマと

なるであろう。
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その最晩年を除いて、前期から後期に至るまでの西田の宗教観は、ときおり親鸞やアウグスティヌスあるいはキ

ルケゴールなどへの強い共感や傾倒を吐露しながらも、しかし全体としては禅仏教にもとづく自力的な色彩の強い

宗教観であった。そして、その核心は、われわれの自己の自己否定的転換をとおして真の自己を徹見することに

あったといえるであろう。その神髄はまさしく禅宗でいう「大死一番絶後に蘇る」ことにあるのであって、実際、

西田自身そのことを、例えば白隠の高足である古郡兼通の偈「万仭崖頭撤手時、鋤頭出火焼宇宙、身成灰燼再蘇

生、阡陌依然禾穂秀」（万
ばん

仭
じん

の崖頭から手を撤
さっ

する時、鋤
じょ

頭
とう

火を出して宇宙を焼く、身灰
かい

燼
じん

と成りて再び蘇生し、

阡
せん

陌
ぱく

依然として禾
か

穂
すい

秀ず）でもって示している。この偈を西田流に表現すれば、われわれの自己が絶対の自己否定

を媒介として、自己の根底が絶対無であることを自覚することであった。

しかし、晩年の「宗教論」においては、宗教はわれわれの自己の側の自己否定の働きと、超越者の側の自己否定

の働きとの逆方向的対応として特徴づけられている。もともと「宗教論」は浄土真宗の信仰を哲学的に根拠づけよ

うとしたものであったから、このような他力的要素が前面にあらわれるのは当然であるともいえるが、しかしこう

した逆対応の思想ならびに他力的信仰への傾倒は、太平洋戦争の末期という未曽有の歴史的状況を抜きにしては考

えがたい。この時期、（それまで）一貫してカント主義者であった田辺元が京都大学の最終講義を「懺悔堂」とい

うテーマでおこない、その講義の一部を『私観教行信証の哲学』として上梓し、また世界への禅の唱道者である鈴

木大拙は『日本的霊性』を書いて、「名号の論理」を展開した。さらに、三木清は昭和 18 年末頃から 20 年�月に

検挙される直前まで「親鸞論」を執筆し続けた。もはや個人の力ではどうにも抗
あらが

うことのできない巨大な時代の

波が否応なく個人を呑み尽くそうとしていたのである。ここに至っては、成るようにしか成らないといった一種の

諦念が個人の意識を蔽い尽くしていたように思われる。それが、彼らを浄土仏教、とくに親鸞の他力信仰へと向か

わせたのではなかろうか。

ところで、逆対応というのは、超越者と自己、すなわち神と人間、あるいは仏と衆生との間に見られる相互否定

的な対応関係をあらわす概念である。例えば、一方に弥陀の救済をもとめる衆生の声があり、他方に迷える衆生を

救おうとする仏の呼び声がある。そしてそれが「南無阿弥陀仏」という六字の名号において合致している。この名

号は阿弥陀仏に救いをもとめる衆生の側から発せられる悲痛な叫びであると同時に、たとえ自分は地獄に落ちよう

とも衆生を救わんとする阿弥陀仏の側から発せられる悲願の声でもある。此岸の側からの「もとめる声」と、彼岸

の側からの「呼びかける声」が相互に自己否定的に対応している。こうした逆対応の関係こそが、二種の深信や機

法一体観の根底に見られる論理的構造である、と西田はいうのである。そして、それを衆生の側から見れば、「善

人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」の信念となり、「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとへに

親鸞一人がためなりけり」の確信となるというのである。

自己と超越者、あるいは相対と絶対との間のこのような逆対応の関係はキリスト教の「神のケノシス」の思想に

もみとめられる。ケノシス（κένωσις）というのは、「謙虚、あるいは自己を空しくすること」の意であるが、新約

聖書の『ピリピ書』には「キリストは神のかたちであられたが、神と等しくあることを固守すべき事とは思わず、

かえって、おのれをむなしうして僕
しもべ

のかたちをとり、人間の姿になられた。その有様は人と異ならず、おのれを

低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた」（ピリピ書�・�）とある。こうした神

の子の受肉は、人間の側から見れば、「もはや私が生きているのではない。キリストが私の内に生きておられるの

である」（ガラテヤ書�・20）という確信になり、「アダムによって死に、キリストによってすべての人が生かされ

る」（コリント前書 15・22）という信念になる。そこには、神の働きと人間の働きとの間の相互の自己否定による

逆対応の関係がみとめられる。

さらに、西田はしばしば大燈国師の「億
おく

劫
ごう

相別れて而
しか

も須臾
しゅゆ

も離れず、尽日相対して而も刹那も対せず」という

言葉を引いて、自分のいう逆対応を説明している。これもまた絶対と相対、仏と衆生の間の絶対矛盾的自己同一的

で逆対応的な関係を表現したものと見ることができる。仏と衆生は絶対に隔絶しているとともに、寸毫も隔絶して

いない。まったく逆方向の極端に対峙しているものが、相互に自己否定的に対応し合っている。仏と衆生との間に

見られるこうした即非的関係を表示するのに、「逆対応」という言葉がうってつけだ、と西田は考えたのである。

この逆対応の論理は西田の遺稿において初めてあらわれたところから、それと絶対矛盾的自己同一の論理との異

同が論議の的になった。高坂正顕、高山岩男、北森嘉蔵のような西田の高弟たちは、これを絶対矛盾的自己同一と
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は別個の論理、絶対矛盾的自己同一に「百尺竿頭一歩を進む」論理として解釈しようとした（田辺元もそう理解し

ている）が、後に公にされた晩年の西田の書簡、特に鈴木大拙や務台理作宛の書簡を読むと、逆対応は絶対矛盾的

自己同一とは別個の論理ではないということは明らかである。むしろ逆対応は絶対矛盾的自己同一の「絶対矛盾

的」という部分を論理的に先鋭化したもので、同じく「自己同一」の部分を先鋭化した「平常底」の論理と一対に

して考えられるべきものと思われる。そのことは、例えば西田が「逆対応」という言葉を使用する際、逆対応的に

「接する」とか、「触れる」とか、「応ずる」とかいった表現をしているが、この「接する」とか、「触れる」とか、

「応ずる」とかいう言葉の内に「自己同一」という意味が込められているように思われる。同様に、西田は「平常

底」という言葉を用いる際、きまって「終末論的平常底」とか、「終末論的なる処、すなわち平常底」という云い

方をしている。ここで終末論というのは、歴史の始まりと終わりがこの絶対現在において同時存在的であるという

ことを表示しているので、そこに「絶対矛盾的」という意味が込められているように思われる。いずれにしても、

西田の絶対矛盾的自己同一の論理は、最晩年の「宗教論」において、新たな局面が開かれ、新たな立場へと展開し

たというよりも、それが「絶対矛盾的」という要素と「自己同一」という要素に分節され、前者は「逆対応」とし

て、また後者は「平常底」として、それぞれ明確にされ、具体化されたといえるであろう。

また、この「宗教論」において目立つのは、従来の「絶対無」という言葉が影をひそめ、それに代わって「絶対

的一者」という言葉が多用されていることである。西田がなぜこの論文で、絶対的一者という言葉を用いているの

か、そのことについて西田自身は何の説明もおこなっていない。しかし、逆対応が超越者と自己との間の逆限定的

な内含関係を表示するものとすれば、その超越者に外的・対象的方向に位置する超越者と、内在的方向に位置する

超越者が考えられるであろう。しかるに、キリスト教の神や阿弥陀仏のような外在的超越者を「絶対無」と表現す

るのは少しく不都合であるので、それに代わるものとして「絶対的一者」という言葉が用いられるようになったと

思われる。（もっとも西田自身は阿弥陀仏を外在的超越者とは考えず、むしろ内在的超越者と考えているように思

われる。そのことはこの時期の西田の書簡からも窺われる）。一般に、仏や絶対無は内在的超越の方向に考えられ

る超越者であって、いわばノエシスのノエシスともいうべきものであるのに対して、キリスト教の神や阿弥陀仏は

ノエマ的方向に考えられる超越者であるから、絶対的一者という言葉がふさわしいと考えられたのではなかろう

か。この「宗教論」においてまた「絶対有」という言葉が再三用いられているのも、おそらくこのことと関連があ

るであろう。

しかし、「宗教論」の終わりのところで、西田はドストエフスキーの『カラマゾフの兄弟』の「大審問官」の一

節を引いて、自己流の解釈を提示し、そこで終始影のように無言であるキリストを「内在的超越のキリスト」と表

現し、それにつづいて「新しいキリスト教的世界は、内在的超越のキリストによって開かれるかもしれない」と述

べている。この「内在的超越」という言葉の意味は今一つはっきりしないが、そのすぐ後で「中世的なものに返る

と考えるのは時代錯誤である。自然法爾的に、我々は神なきところに真の神を見るのである」と書かれているとこ

ろを見ると、それは対象的超越的方向に考えられた神ではなく、自己の内の内、あるいは底の底に考えられた神で

あり、ノエマ的方向に考えられた超越者ではなく、ノエシスのノエシス、ノエシスの極限に考えられた神であるよ

うに思われる。それで、「我々は神なきところに真の神を見る」といわれているのであろう。この意味で、自己と

神は相含関係にある。務台理作宛の書簡には「私は浄土宗の世界は煩悩無尽の衆生ありて仏の誓願あり、仏の誓願

ありて衆生ある世界と思って居ります」とある。

ただ、この内在的な神や仏は「超越的内在」とも考えられ、「内在的超越」とも考えられる。一般に、キリスト

は「超越的内在」であるのに対して、仏は「内在的超越」と考えられているが、西田はこの「宗教論」の最後で、

「ただ私は将来の宗教としては、超越的内在よりも内在的超越の方向にあると考えるものである」とある。超越的

内在と考えられた神や仏はわれわれの自己とは別個の人格であるのに対して、内在的超越と考えられた神や仏は究

極的には真正の自己である。そこには、超越者とわれわれの自己との間の懸隔はない。両者は一体にして不二なる

ものである。西田が考える超越者は最終的にはこのような性格のものであったのではなかろうか。そしてこの点

で、「内在的超越のキリスト」という表現はきわめて意味深く、示唆するところ大きいように思われる。
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ブータンにおける多文化共生研究プロジェクト

宮本 久義

インドと中国のあいだに位置するブータン王国は、近年、国王夫妻の来日や、GNH（The Gross National

Happiness：国民総幸福度）という言葉によって、日本人にもよく知られるようになった。しかし、最後の秘境と

称されることからも伺えるように必ずしも交通の便がよくないことから、その実態・実情はよくわかっていない。

また、国民総幸福度もスローガンのみが独り歩きしているという指摘もしばしば聞かれるところである。このよう

な現状から、多文化共生社会の思想基盤研究を目的とする本センター第�ユニットでは、ブータンの現地調査も兼

ねて、現地に赴き研究集会を開催する企画を立てた。参加者は、宮本久義研究員、永井晋研究員、橋本泰元研究

員、斎藤明客員研究員（東京大学大学院教授）、井上忠男客員研究員（日本赤十字秋田看護大学教授）、堀内俊郎研

究助手、三澤祐嗣 PRA、の�名で、大半がインド思想、仏教学、共生思想の研究者である。

現地調査に先立って、ブータンの文化人類学的研究を行っている専門家からブータンの現状を聞く機会を�回設

けた。文化人類学者をお招きしたのは、仏教学や宗教学とは異なる視点からのブータン像をお聞きしたかったから

である。

第�回目の研究会（2012 年�月 20 日）は、脇田道子氏（慶應義塾大学）に、「辺境のツーリズム：ブータンの

近代化と牧畜民ブロクパのアイデンティティの行方」というテーマでお話しいただいた。ブロクパ（Brokpa）と

呼ばれる少数民族の人々が住むブータン東部のインドとの山岳国境地帯にある二つの谷、サクテンとメラは、長い

間、外国人の訪問が制限されていたが、2010 年�月にツーリズムが解禁された。脇田氏は、急速に進行するこの

地域のツーリズム開発に焦点を当て、「伝統とモダニティ間の緊張」はこの地域においても例外なく強まっている

という。今後、ブロクパが自文化見直しの方向へ動くのか、あるいは一般のブータンの人びとへの同化に向かうの

か、ブロクパ出身の教育を受けた「民族エリート」が新たな道を開くのか、彼らの今後は注目に値すると氏は締め

くくられた。

第�回目の研究会（�月�日）は、宮本万里氏（国立民族学博物館）に、「ブータン、幸福社会という国づく

り：国民の属性と境界画定のプロセスから」というテーマでお話しいただいた。氏は、中国とインドという二つの

大国に挟まれながら、チベット仏教を国教とする主権国家として生き残るために、ブータンの為政者たちがどのよ

うにして現在のブータン像を作り上げていったのかを、�期に分けて解説された。第�期は 1950 年代から 60 年代

で、初の国籍法が公布され、領土内に定住する農牧民をほとんど区別なく包摂していった。第�期の 1970 年代に

は、国内の「異民族」間の婚姻を奨励し、国語や国史の共有を進めるなど、血と文化をとおした国民の均質化がは

かられた。第�期となる 1980 年代から 90 年代は、そうした「国民像」の実体化を試みるとともに、「他者」を明

確に同定し排除しようとする他者排除の時代となっていったという。国際的にも非難を受けた「ネパール系住民」

の難民問題もこの時期の出来事である。しかし、この時期からブータンは、グローバルな環境主義の潮流に呼応し

つつ、自然環境保護への傾倒をみせはじめ、政府は「すべての生き物に対する憐れみ」を求める仏教の思想を根拠

としながら、自然を守り育てるブータン人という国民像を構築していったという。しかし宮本氏は、フィールド

ワークから得られた具体的な事例をもとに、欲望を抑制し、「足るを知る」、従順で幸福感の高い国民という国民像

は、様々な情報規制と開発抑制政策の下で政府によって描かれたものであり、当然ながらすべての国民を代表する

わけではないことを指摘された。

以上の�回の研究会をふまえて、第�ユニットでは、�月 23日から 30 日にかけて、「現代社会におけるブータ
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ン仏教」、「国民総幸福度に対する仏教の貢献」、「アジアにおける仏教の役割」を調査テーマに掲げ、ブータンにお

ける多文化共生研究集会・現地調査を行った。

�日間行われた英語による研究集会では、ブータン側からは、ティンプーのタシチョ・ゾン（国王のオフィスで

あるとともに、ドゥク・カギュ派を中心とするブータン仏教の総本山でもある寺院）からロペン・ゲンボ・ドルジ

（Lopen Gembo Dorji） およびロペン・ソナム・ボンデン（Lopen Sonam Bomden）の両師に、発表いただいた。

特にゲンボ・ドルジ師は、ブータン仏教を統括する中央僧団（Central Monk Body）の事務局長（Secretary

General）の要職にあり、ブータン仏教の歴史的背景について詳しいお話を伺うことができた。また、師の属する

マハームドラー（大印契）の伝統では、止（シャマタ）と観（ヴィパシュヤナー）が重視されるとの説明があり、

呼吸に集中する瞑想法である数息観をみなで行った。日本側からは、宮本研究員が、今回の研究集会の趣旨である

多文化共生思想についての解説を行い、さらに斎藤客員研究員が「宗教と平和─仏教を中心として─」、堀内研究

助手が無著（アサンガ）の『摂大乗論』における唯識説について発表を行った。また橋本研究員、永井研究員、井

上研究員も、それぞれ、多民族社会における共生、現象学と仏教、人道と共生という観点から発表を行い、三澤

PRAも日本内でのブータンに対する関心の高さなどを紹介し、質疑が行われた。

今回の研究プロジェクトでは、昨今「幸福の国」として注目を浴びているブータンの実情を見極め、多文化・多

宗教の「共生」への知見を得るという実地調査も大きな主眼の一つであった。視察・調査を行ったのは首都ティン

プー、古都プナカ、国内唯一の空港のあるパロの�か所であり、すべて西ブータンに限られたが、期間中、多くの

ラカン（寺院）、ゾン（城塞の意。現在では役所・寺院）、尼僧院、国立僧学校を視察することにより、その点につ

いても多くの成果が得られた。また、チベット仏教を国教とするブータンでの現地調査は、「国家と宗教の共生」、

「宗教と幸福」などさまざまな課題を考える上でも多大な示唆が得られた。
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ブータンのロ・ドゥク（南の雷龍）伝統

ゲンボ・ドルジ

翻訳：堀内俊郎

幸福の国ブータンは、�世紀初めに、ウゲン・グル・リンポチェ（訳者註：パドマサンバヴァ）によって嘉せら

れた。その後、ランチェン・ペルギ・シンゲー、ドゥプチェン・ダムパ・サンゲー、ンゴクトゥン・チューク・ド

ルジ、ツァン・ツゥンデ・ダクパ、ロレーパ・ダクパ・ワンチュク、パジョ・ドゥクゴン・シクポ、マハーパン

ディット（大学者）ナギ・リンチェン、ドゥプチェン・ツァントン・ギェルポ、宝の発見者ドルジ・リンパ、比類

なきギェルワン・チュージェー、チュージェー・ドゥクパ・クンレー、卓越したンガワン・チューキ・ギェルポ、

ギェルセー・ンガキ・ワンチュク、ミパム・チューゲル、ミパン・テンピ・ニンマ、そしてシャプドゥン・ンガワ

ン・ナムゲルなどといった偉大なる師たちが、インドやチベットからブータンにやってきた。宝の発見者であるペ

マ・リンパ、ドゥンセー・ンガワン・テンジン、70 人のジェ・ケンポ（訳者註：宗教界の長）やさらに多くの

方々が、この国で生まれた。かくして、独特の宗教的伝統が形作られ、今日に至るまで途切れることなく保持され

てきた。ドゥクパ・カギュ派は、国教でありブータン僧団の伝統である。

カギュ派の歴史

カギュ派は、師から弟子へと伝えられた口伝が断絶なくつながっていることを強調する。「カギュ」という語は

「口伝の（カ）連鎖（ギュ）」を意味する。カギュの系統はブッダ・釈迦牟尼にその起源を持ち、成就者であるティ

ローパ、ナローパ、マルパ、ミラレーパ、ガンポパもしくはダクポ・リンポチェとしてよく知られている方へと連

なる。ガンポパのダクポ・カギュは、バロム・カギュ、ツェルパ・カギュ、カムツァン・カギュ、パクドゥ・カ

ギュと呼ばれる�つの系統へと発展した。

パクドゥ・カギュから、�つの分派が発展した。つまり、ディグン・カギュ、タクルン・カギュ、リンレー・カ

ギュ、ヤルサン・カギュ、トプ・カギュ、シュクセー・カギュ、イェルパ・カギュ、マルツァン・カギュである。

リンレー・カギュは後のツァンパ・ギャレーの時代に、ドゥクパ・カギュとして知られるようになった。このグ

ループ分けは、実践者の純粋な数の成長によって起こった。その伝統は、ハゲワシが 18 日の間飛行する範囲にま

で広がったと信じられてきている。人口の半分はドゥクパであり、ドゥクパの半分は禁欲の放浪者であり、禁欲の

放浪者の半分は〔修行〕成就者であると知られている。

ドゥクパ・カギュの伝統

ドゥクパ・カギュは、さらに、�つの派に発展した。つまり、トエ・ドゥク、バル・ドゥク、メ・ドゥクであ

る。バル・ドゥクも、ベー・ドゥクとロ・ドゥクとして知られる�つの伝統に成長した。ブータンの伝統は、�つ

の尊格と�つの刻印された聖なる教示の実践を強調するロ・ドゥク（訳者註：南の雷龍）の伝統である。�つの尊

格の実践は、ヴァジュラサットヴァ、アクショーブヤ、アミターユス、アヴァローキテーシュヴァラ、内部のチャ

クラサンヴァラ、13 の神格のチャクラサンヴァラ、ヴァジュラヨーニ、怒れるヴァジュラパーニ、そして、マ

ハーカーラ率いる法の守護者たちである。

�つの聖なる刻印された教示の第�は、大印契（マハームドラー）、大空印、心の本性に関する卓越した瞑想で
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ある。

第�は、ナローパの	つのヨーガの瞑想（訳者註：いわゆる、ナーローの	法）、つまり、身体の心臓のヨーガ、

幻の身体のヨーガ、明晰な光のヨーガ、意識の移転・魂の遷移のヨーガ、夢のヨーガ、そして、〔生と死の〕中間

領域の状態（中有）のヨーガ（訳者註：順に、内的火、幻身、光明、遷有、夢、中有）である。

第�は、	つからなる平等さ（一味）の伝達、もしくは、一切の現象が一味（平等）であることを体験するため

の	つの教えである。それらは、概念化を道とし、妄想を道とし、病気を道とし、神や悪魔を道とし、苦を道と

し、死を道とするものである。

第�は、
人の仏陀からツァンパ・ギャレー・イェシェー・ドルジへと授与された
つからなる教えである。こ

れは、ブータンでのみ、また今なお実践されている、ドゥク派の伝統に特有の実践である。この実践の特有なとこ

ろは、この実践では、
人の仏陀、
人の受け手、
つの教え、
人の眷属、
つの礼拝、
つのマンダラへの供

養が、
ヶ月と
日にわたってなされることである。

第�は、グル（師）・ヨーガである。これは上記の他のすべての実践にとって最も本質的であり基盤となる実践

である。この成就法（サーダナ）はグル（師）への懺悔という深遠な道を扱う。

ブータンへの仏教伝来

仏教がブータンに最初に伝来したのは
世紀のソンツェン・ガンポ（629-710）、第 33 代のチベット法王の在世

においてである。彼はチベット内や周囲に数百の寺院を建て、国土の位置や地理的な場所によってその地域にはび

こっていたネガティヴな力やエネルギーを鎮めた。11 の寺院がブータンに建立され、そのうち�つは無傷で残っ

ていると信じられていた。それらはハ（Haa）地域におけるラカン（訳者註：寺院の意）・カルポとラカン・ナク

ポ、パロ地域におけるケチュ・ラカン、ペルナン・ラカンもしくはその地域ではパナ・ゴエンパとして知られてい

るもの、ブムタン地域におけるジャンパ・ラカン、アヌ・ラカン、ゲネー・ラカン、チュチ・ラカンである。ソン

ツェン・ガンポは、自分がシャプドゥン・ンガワン・ナムゲルとしてブータンに〔生まれ変わって〕戻ってくるこ

とを示すために、ブータンにこれらの寺院を立てたと信じられてきた。『プンスム・ツォクパ』によれば、一切智

者パドマ・カルポによって断言されていることであるが、観音〔菩薩〕の連続する生まれ変わりの中で、ソンツェ

ン・ガンポは�代目の、シャプドゥンは 12 代目の生まれ変わりである。

ロ・ドゥク（Lho drug、南の雷龍）の伝統

1616 年にブータンの父であるシャプドゥン・ンガワン・ナムゲルが到着して以来、仏教が、ブータンにとって

平和、幸福、統一の源泉となった。最初のゾン（訳者註：要塞。政治や宗教の中心となった）は 1621年にチェリ

（Cheri）に建てられ、僧団が組織され、たくさんのユニークな文化や伝統が発展する基礎となった。そして、�頭

政治機構（訳者註：チョエシ制度。デシと呼ばれる俗界の長と、ジェ・ケンポと呼ばれる聖界の長の双方が、それ

ぞれ政治・行政と宗教を担って統治を行う形態）が組織され、仏教がブータンの国教となった。「ディク・ラム・

チュー・スム（Drig Lam Chos Sum）」または、行為、文化、仏教の信仰にとっての規範が、ブータンの伝統に

とっての�つの基礎的な倫理となった。

このロ・ドゥクもしくはブータンの仏教信仰は、�つのカテゴリーから成る。つまり、父法（パ・チュー）とし

て知られる偉大なる父の伝統と、子法（プ・チュー）として知られる息子もしくは伝承者たちの伝統である。

父法は、ダムガク・ドンポ・スムディルもしくは�つの聖なる教誡の源泉、つまり、

�．トクパ・ガムポパ：見解あるいは哲学的立場への源泉である大印契（マハームドラー）の教えは、偉大なる

ヨーギンであるミラレーパの太陽の如き弟子であるガムポパ・ソナム・リンチェン、チュージェ・ダクポ・ラ

ジェから、私たちに伝えられた。

�．ダムガク・レーチュンパ：	つからなる伝承（訳者註：前出の「�つの聖なる刻印された教示」の�番目を参

照）などという聖なる教示にとっての第�の源泉は、ミラレーパの月の如き弟子であるレーチュンパ・ドルジ・
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ダクパから伝えられた。

�．テンデル・コウォパ：
つの聖なる教示にとっての第�の源泉は
人の仏陀から授けられ、パルデン・ドゥク

パのカギュの伝統の父であるチュージェ・ツァンパ・ギャレー・イェシェー・ドルジに由来する。

子法は、「カル・チク・ヤン・スム（Gar Thig Yangs Sum）」から成る。カルは様々な儀礼の踊りを意味し、チ

クはマンダラの作製や画描きなどの職業訓練を意味する。ヤンは儀礼的読経や、様々な楽器の使用を意味する。こ

れらは、世界の他のところで広まっている他の諸伝統と比べて、独特でユニークなものである。

儀礼と易行

我々ブータンの伝統における儀礼の業務はとてもユニークで広範囲にわたる。我々は、世界の他のどの伝統とも

独特に異なって実践される 17巻以上の儀礼テキストを持っている。楽器やそれらの用い方も、チベットの伝統の

それとすら、概して異なっている。チベットとは多くの儀礼文献を共有するものの、音楽のリズムやメロディーは

独特に異なっている。これらは 17 世紀、ブータンの父シャプドゥン・ンガワン・ナムゲルと最初の統治者ゲル

セ・テンジン・ラプゲーの治下で発展した。

ダルマ（法）は、すべての生き物の心にある執着、怒り、無知などといったような汚れを浄化する道である。そ

れは終わりなき輪廻の苦しみから生き物を解放する方法であり、彼らを悟り、つまり永遠なる至福の状態へと導

く。

苦しみは、この世で非常に多くの異なった形態をとり、それを止めるために出来ることは少ないと感じられる。

病気、老いや死以外にも、戦争や環境災害や貧困がある。私たちの心あるいは内面の意識は、かき乱す感情によっ

て常に悩まされている。ゆえに、生き物として、私たちは、奇跡が起こってこれらすべての悲惨さが、幸福と平和

な世界に変わることを願っている。

金剛乗の伝統によれば、これは易行（簡単な実践）によって可能である。願い祈ること、功徳を捧げること、美

徳を喜ぶことである。これは単なる善い心や善き意図を持ったジェスチャー以上のものである。誠心誠意、実践し

た時に、それらは、自分や他人といった限定された考えを超えることに導き、ゆえに、智慧と慈悲を呼び起こすの

である。儀式の間ずっと、慈悲と智慧の結合は失われない。この哲学は、実際に奇跡を起こしうる。私たちは、自

身の心の状態、一切の現象の深遠な状態、自身の感情を含む空性を見ることができる。

情動をよりよく理解した結果として、私たちは、それらを監視し変えるためのより深遠なスキルを開発する。い

つもは心をかき乱すものである情動を変え、習慣的なパターンを永続化する能力を得る。空性は現象の本質である

ので、実践を通して、空性を促進し悟ることができる。もしも空性が一切の現象の真実実際の本質でないとしたな

らば、それは幻であり、実践はいかなる結果も生まないであろう。しかし、空性は一切の現象の状態なのであり、

ゆえに、これらの儀礼の行いは、見、聞き、感じ、視覚化し、〔心の〕平穏、穏やかさを達成し、悟りを得ること

へと、実践者や、関係する人々を導くのである。

�つの異なったアプローチ

ダルマの実践的な部分に話しを戻そう。�つの異なったアプローチの方法もしくは手段がある。

�．より下の〔生存〕領域（訳者註：人間界よりも下の、餓鬼・畜生・地獄界）を苦しみであると見て、より高い

領域へ生まれることを願求すること。これは「完全に世間的な乗（乗り物）」と呼ばれる。この実践の本質ある

いはカギとなるものは、業（カルマ）、つまり原因と結果の法則に対して強い信仰心を持つことである。

�．輪廻全体を苦しみであると理解し、自己を〔そこから〕解放（解脱）することを選ぶこと。これは「基本ある

いは根本の乗」と呼ばれる。この実践のカギとなるものは三宝（仏・法・僧）への帰依（保護を求めること）で

ある。

�．輪廻を苦しみと見て、すべての生きとし生けるものが〔輪廻から〕完全な解放（解脱）することを選ぶこと。

これは「大乗」の伝統と呼ばれる。この実践のカギとなる本質は、一切の生き物（衆生）に対して菩提心を起こ
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すことである。

�．一切の現象や存在の本質を見て、悟りを得ること。これは「金剛乗」と呼ばれる。この実践のカギとなる本質

は、グル（師）・ヨーガもしくは献身である。

最初の�つは、原因を道と捉える。それらはスートラ・ヤーナ（訳者註：経典（縦糸）の乗）と呼ばれる。�番

目のものは、結果を道と捉える。これはタントラ・ヤーナ（訳者註：横糸の乗、タントラ乗）あるいはヴァジュ

ラ・ヤーナ（金剛乗）と呼ばれる。スートラのアプローチは、悟りの源泉、つまり、功徳を積むことと智慧に注視

する。タントラは、究極の達成である自己自身の心の本性を悟ることへ向けた手段や方法を扱う。

結論

周知のように、仏教は人間の本性を扱う宗教である。それは心の哲学であり、ゆえに創造の哲学である。その伝

統は、智慧と空性の哲学を、適切な推論と体系的なアプローチを通して扱う。また、私たち個々人の心の本来的な

状態を悟ることへ向けた様々な方法や手段も扱う。かくして、仏教は、音楽や読経といった力強い方法を用いるこ

とによって、人が悟りを得ることを可能とする。これらの実践に大いに励めば、この生涯の内に、完全な悟りを得

ることができる。
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スピリチュアリティーと幸福

ゲンボ・ドルジ

翻訳：堀内俊郎

仏教は、幸福を、内面の平和を楽しみ満足していることと定義します。偉大なるインドの学者ナーガールジュナ

（龍樹）は、ある著作の中で、幸福の状態を以下のように説明しています。

満足ほどの宝はない。あらゆる種類の財産の中で最上なものは満足であると、人天の師（ブッダ）は説いた。

満足に向けて努力し、それを達成しなさい。物質的な豊かさがなくとも、真の果報を見出すであろう。

国民総幸福（GNH）の概念は、ブータンにおいて近年ひろく促進、議論され、世界中の知識人や社会科学者や

政治家の興味をひくようになりました。ここ数年来の GNHに関するセミナーや学会は、独自の文化の発展や保護

と同じぐらいに、市民の精神的な健康を含んだ国家の社会的発展をもたらすことの重要性を強調してきました。簡

便な発展モデルは経済的な成長に重きを置きますが、GNH の概念は、真の、そして持続的な人間社会の発展は、

物質的・精神的な発展が並行して起き、互いを補完し強化する時に起きるという前提が基礎となっています。

ブータンは、この概念の最初の提案者として、経済的自立、環境保護、文化促進、良きガバナンス（統治）を、

国民の生活に幸福をもたらす基盤に置いています。私たちは、幸福は、これら GNHの�つの柱を促進することに

よって達成しうるものと考えています。

仏教によれば、幸福の原因は善業（善いカルマ）であり、因果と妄想の法則です。私たちの物理的な世界におけ

るすべての経験は、単に私たちの心の投影にすぎません。それは私たちの業によってもたらされた心の生み出した

ものですから、その経験は、輪廻にとどまる限り、存在します。肯定的・善き・利益をもたらす行為は、この世で

の幸福と、あの世におけるより高い〔生存領域への〕再生をもたらします。善くない行い、あるいは悪業（悪いカ

ルマ）は、この世で苦しみをもたらし、〔あの世での〕より低い生存領域への再生をもたらします。ゆえに、幸福

は、この世における善業と無私無欲を通して達成されるのです。ブッダは『白蓮華経（法華経）』で、次のように

説きました。

外の世界は業によって形成され、生み出される。

内にいる生き物たちは業という種子から生まれる。

そこで、GNHの�つの柱は、善業（善きカルマ）を造ることによって幸福や国の福利を達成するための条件と

して考えられましょう。

多くの人々にとっての幸福の定義は、身体的な満足を得ることや、車を運転したり、巨額の銀行預金を持った

り、豪華な家を構えたり、エギゾティックな場所でバカンスをとったり、グルメな食事を食べたりすることといっ

たような要求や欲求を満たすことに基づいています。これら、うわべだけで永続しない達成は、GNHの諸の指標

を思慮深く適用することによってもたらされえます。より深い、心の満足の達成の上に築かれる他の幸福は、ダル

マ（法）の実践を自ら行うことによってのみ、もたらされます。

ブッダは『王への教誡』という経典で、以下のように言います。
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王よ、あなたが〔死へと〕旅立つ時が来ました。物質的な財産も、親しい友も、親戚も、ついていってはくれ

ません。これ以後に旅する所には、どこへでも、業（カルマ・行い）だけがついてきます。自分の影〔が自分

についてくる〕ように。

偉大なるチベットのヨーガ行者ミラレーパは、ランゴム・レーパに以下のような歌を歌いました。

完全な悟りを得、自立した現実に気楽に居る者は、いつも楽しむ。

欲望の奴隷になり、飽くことを知らず常に物欲しげな者は、いつも悲しむ。

ブータンの僧侶は、幸福と社会の調和を常にコミュニティーにもたらすという役目を、自らに課してきました。

歴史を振り返ると、シャプドゥン・ンガワン・ナムゲルは、17世紀にブータンを統一し、最初の正式な政府、�

頭政治機構（訳者註：チョエシ制度。デシと呼ばれる俗界の長と、ジェ・ケンポと呼ばれる聖界の長の双方が、そ

れぞれ政治・行政と宗教を担って統治を行う形態）を作りました。この統治のシステムは、相互に補い合い、ブー

タンの市民の利益のために共に働くものである世俗界と宗教界の両者を結びつけたものです。シャプドゥンは、16

の道徳的行いと 10の善業に基づく国法を作りました。これはブッダの教えから発展したものであり、これらの法

に際だって宗教的な色彩を与えています。成文化された法は、個々の市民と、より大きなコミュニティーの両者に

とっての、物質的・精神的な権利、利益、義務を考慮に入れています。

実際、国法を支持することによって、人は菩薩の理想の実践に参入することができ、精神的な訓練をより豊かに

することが可能です。そのルールや規則は仏教の教えに染まっており、その核心は、利他行の実践です。偉大なる

インドの哲学者シャーンティデーヴァは、『入菩提行論』で言います。

この世で不幸な者は、皆、自分自身の幸福を欲した結果、そうなっているのだ。

この世で幸福な者は、皆、他人の幸福を欲した結果、そうなっているのだ。

満足、純粋な幸福への源泉、内面の平和は、真実の法（ダルマ）の実践者の特徴です。物質的に発展した日常生

活で私たちがよく出会い、生み出している不満足、不幸、フラストレーションといったものは、ほとんどの僧侶の

コミュニティーにおいては、ない傾向にあります。在家から出家へと出立する時に、僧侶は世俗的な生活への執着

を捨てることを求めます。しかし、そうすることで、コミュニティーに心理的な幸せをもたらす責任を負うので

す。

ブータンの僧侶は、霊的指導者としての責任に関して、明確な役割と機能の分担を持っています。というのは、

僧侶の大部分は、死や病気の時と同様に、結婚や昇進などの喜ばしい機会に、在家のコミュニティーに対する精神

的なサービスを提供することに従事しているからです。僧侶が目の前にいることで、難しい局面における恐怖、弱

さ、不安、絶望が和らげられ、同時に、良き日における喜びや自信を高めることが手助けされます。

一方で、祈祷者として生涯を捧げ、近づきにくく、人里離れた山の隠遁所で修行実践する人もいます。これらの

行者は、物質的な快適さを捨て、生きとし生けるものによりよい奉仕ができるようになって〔この世に〕戻ってく

るために悟りを得るという目的を果たすために、活動しています。

幸福、もしくは心の喜ばしい状態は、ヨーガの達成にとっての、繰り返し用いられるメタファーでありつづけま

した。「聖なる狂人」ミラレーパや、チベット・ブータンにおける他の多くのヨーギンは、解脱や至福の楽しさを

しばしば歌っています。これらの物質的には貧しい行者たちが、基本的な必要物や快適さがなくとも、そんなにも

幸福でありえたことは、多くの人にとっては驚きであるかもしれません。その答えは、彼らは〔宗教的〕実践を通

して完全な満足を見いだしたことに求められましょう。

概して、ブータンの僧侶の大部分は、その時間の�分の�を、国家とその国民の幸福のための宗教的儀式や儀礼

の実践に使います。これらの宗教的活動の目的は、国家とその市民の平和、繁栄、福利を促進することです。多く

のブータン人は、これらの宗教的活動を当然のことと考え、それらを僧侶の責任と見ています。彼らはしばしば、
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このような日常的な儀式や儀礼を実践している僧侶の多くが、実際は、より意味があり深遠なダルマ（法）の実践

や訓練への機会を欠くことになるのだということを考慮に入れません。僧団は、国家とその国民のニーズを満たす

ために、このような犠牲を進んで払います。

学問的な、また生活上の技能の訓練を与えることに加え、僧院での教育は、若者を同情深く、愛情に満ち、親切

で、非暴力的であるように訓練する道でもあります。僧院の制度の中でのカリキュラムは、人間の価値に基づいた

教育への確固たる基盤を形成することに寄与し、それによって、より利他的な心構えや実践のために寄与するので

す。知識を与え、国の社会的発展に寄与することを含む僧院での教育の恩恵は、僧院のヒエラルキーが、ブータン

中の意欲ある僧や尼僧に門戸を開くことを促しました。僧院は、とりわけ宗教的な教育を求めてやって来る人々と

同様に、世俗的な教育に接することができないためにやってくる人々に、すべての必需品を提供します。

ブータン僧侶による、文化の促進や保護へ向けての寄与は、極めて重要です。僧院は、数百年にわたり、ブータ

ンの人々を教育し、訓練してきました。20世紀半ばに世俗の学校が設立されるよりはるか以前からのことです。

ほとんどの形態の文化や工芸、踊りやダルマ、文字による、また伝統的な実践の保護は、僧院や宗教的指導者の手

仕事でありつづけました。実際、学僧は、国家の歴史や伝統を記録し保全することの最前線にいました。

仏教徒として、私たちは、幸福の根本は自分自身の中に見いだすことができ、この満足を見いだすためには、人

は法（ダルマ）を実践せねばならないと信じています。ですから、僧団は、一時的な物質的幸福から永続する内面

の満足へと軸足を移すために、ブータンの人々にとっての精神的な道案内人として、より活動的な役割を受け持つ

ことによって、GNHを達成することにより大きな役割を果たさねばならないのです。

ブータンの歴史を通じて、僧団は国家の発展と同様に、ブータンの文化を保全し促進することに不可欠な役割を

果たしてきました。シャプドゥン・ンガワン・ナムゲルの時代ですら、ブータン統一の基礎となったサンガ（僧

団）が設立されるまでは、そのような視野を持ち得ませんでした。この激動の時代にこそ、僧団が、人々の精神的

と世俗的な欲求の間のバランスを確保するために、国家の発展に関わりつづけることが適切なのです。

ブッダ（仏）の�つの身体の達成の加護により、

ダルマ（法）の真実の不変性の加護により、

サンガ（僧）の確固たる向上心の加護により、

一切の祈りの満たされんことを。

Tashi Delek
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自覚の事実とその展開

──後期西田哲学における自覚の問題──

白井 雅人

序

「自覚」という語は、日常的にも用いられる語である。例えば、「教師としての自覚に欠けていた」などという反

省の弁を耳にすることもあるだろう。我々は日常的に、自らの役割を自覚しながら、その場に合った行為をなす。

そういった意味で、我々は常に自覚しながら生きているともいえるだろう。だが、西田哲学における自覚の意味

は、そのような日常的な意味に尽きるものではない。学問の方法、哲学の方法としても「自覚」が主題化されるの

である 1。このように「自覚」は、我々の日常的経験から哲学の方法まで貫く、西田哲学の重要概念であると言え

よう。本論稿では、こうした自覚の概念を問題にし、後期西田哲学における「自覚」の働きについて、様々な側面

から明らかにすることにしたい。

自覚の問題に関して言えば、西田哲学にとって「自覚」は重要なトピックであったが、主に前期の『自覚に於け

る直観と反省』との連関で取り上げられることが多く、それはいわば「場所」へと至る過渡期の問題として扱われ

るに留まることが多かった 2。また、後期の「自覚」を扱う場合は、学問論としての「自覚」が主題化され、それ

が日常的経験までをも貫くものであることが見過ごされてきた。

以上のような問題意識に立ち、西田における「自覚の事実」の内実を検討し（第一節）、日常的経験としての自

覚を解明する（第二節）。さらに学問論としての自覚の問題を取り扱う（第三節）。さらに、哲学の方法論としての

自覚の問題を論じる（第四節）。

� 自覚の事実とは何か

西田幾多郎は、その後期哲学において、自覚を疑いえない事実とした。「自覚」の概念を解明するために、まず

はこの「自覚の事実」の内実を検討しよう。

西田が自覚の事実について述べるのは、哲学の出発点との関係においてである。西田は、最晩年の論文「自覚に

ついて」（1943 年）の中で、「哲学は我々の知識及び行為の根源を明にする学として、疑うて疑ふことのできない

立場から出立すべきであると思ふ。哲学は第一原理の学でなければならない」（10-557）3とする。つまり、西田に

とって哲学とは、第一原理の学としてそこから様々なものが展開されるべきものなのである。それ故、様々なもの

が展開されるべき出発点は、「疑うて疑ふことのできない立場」として揺るがないものでなければならないという

ことになる。というのも、疑い得るような出発点ならば、その後の展開も疑い得るものになってしまうからだ 4。

西田のこのような哲学の性格付けから、「考える自己」が含まれるのが哲学であることが導き出される。考える

自己が欠けているならば、そこから様々なものが展開される「第一原理の学」とはなり得ない。だが「考える私」

が「考える私」を考えるということは可能なのであろうか。この疑問に対して、西田は「（……）我々は自覚の事

実を否定することは不可能であり、自覚の事実に於て、考へるものを考へると云ふことは、対象論理的に既に自己

矛盾である」（10-557）と答える。ここで西田が対象論理と呼ぶのは、客観的な対象について記述する論理のこと

である。主観に対する客観について語る論理であるため、主観そのものについて語ることはできない。それ故、対
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象論理の立場では「考える自己」について記述することができないのである。

では、「自覚の事実を否定することは不可能」と言われる際の「自覚の事実」とはいかなるものであろうか。西

田の記述をもう少し追ってみよう。対象論理を越えた立場について西田は以下のように述べる。

それは歴史的自己のポイエーシス的自覚の立場、創造的自己の自覚の立場でなければならない。我々はかかる

立場から自己を反省するのである。此に疑うて疑ふことのできない出立点がなければならない。而してそれは

自己から出立することではなくして、世界から出立することである。何となれば、自己と云ふものは働くもの

として、世界の立場から反省せられるものなるが故である。疑ふと云ふこと自身が、この世界に於いてのこと

でなければならない。（10-557）

まず目に付くのは、自己を自覚することが、「ポイエーシス的自覚」や「創造的自己の自覚」として可能になる

と言われていることである。ポイエーシス的ということは、制作的ということであり、ものを作ることによって自

覚するということである。しかもその自覚は、「働くもの」としての「世界の立場」から自覚されると言われてい

る。この時の働きとは、「ポイエーシス的」とか「創造的」と言われているような制作的なあり方を意味している

だろう。しかもそれは、自己から自己を見るような自覚ではなく、世界から自己を見るような自覚ということにな

る。

西田の「自覚の事実」の内実についてまとめてみよう。まず自覚の事実とは、客観的な対象を記述するような

「対象論理」によって可能になるものではない、ということである。さらに、「ポイエーシス的自覚」や「創造的自

己の自覚」と言われるように、製作する働きの中でなされる自覚ということである。そして最後に、そのような自

覚は、自己から出立するのではなく、世界から出立する自覚であり、いわば世界から自己を見出すような自覚であ

る、ということである。次節では、働くことと世界から自己を見出すということについて、論じることにしよう。

� 作ることと自覚すること

西田は、論文「自覚について」の次に発表した論文「物理の世界」（1944 年）において、論文「自覚について」

の議論を短くまとめて、以下のように述べる。

我々の自己は作り作られるものとして自覚するのであり、客観的認識とは、作り作られる世界の自己限定とし

て成立するのである。内と外との矛盾的自己同一と云ふことが、作り作られると云ふことであり、そこに世界

が自己自身を限定するとして、映し映されると云ふことがなければならない、世界が自己自身を映す、世界の

自覚と云ふことがなければならない。我々の自己の立場から云へば、そこに働くことが見ること、見ることが

働くこととして、歴史的身体的に、行為的直観的と云ふことである。我々が行為的直観的に物を見ると云ふこ

とは、そこに世界が世界自身を映すことである。我々の自覚は世界自身の自覚であるのである。（11-21）

かなり圧縮された文章であるが、「作り作られるもの」として自覚があるという点は、前節で見たように制作の

働きの中で自覚が起こるということである。この自覚には三つの特徴があることになる。第一に、この制作の働き

は、「内と外との矛盾的自己同一」とも言われ、「映し映される」とも言い換えられる。第二に、この作り作られる

働きが「行為的直観」として「働くことが見ること、見ることが働くこと」であるとも言われる。第三に、世界が

世界自身を映す世界の自覚とも言われる。

この三点の意味を明らかにするために、まずは二番目に挙げられた行為的直観について簡単に見ていくことにし

よう 5。行為的直観とは、「働くことが見ること、見ることが働くこと」とされる。このことは、日常的な我々の

経験に即して考えられる。我々の行為は、常に見ること（直観）と共に可能になる。例えば家を建てる場合を考え

よう。家を建てるためには、まず家を建てる場所を見る必要がある。日当たり、水はけ、地形、気候などの客観的

条件を考慮しながら家の設計図が描かれる。そして、その客観的な条件に合った建築資材が選ばれ、家が建てられ
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る。家を作るという働きはまさに、見ることを通して可能になる。だが同時に、このような「見る」ということ

は、家を建てるという働きなしにはあり得ない。我々が家を建てようとしたからこそ、その土地の客観的条件を見

たのであり、それにふさわしい建築資材を見たのである。そういった意味では、「見る」ということは作るという

働きの中で可能になっているのである。また、家を建てるという働きを通して、建てられた家を見ることになる。

以上のように、「働くことが見ること、見ることが働くこと」とは、見ることによって物を作ることが可能にな

り、作るということを通して物が見られるということを意味する。

さて、このような行為的直観が、「作り作られ」る「内と外の矛盾的自己同一」と言われるのはなぜであろうか。

先の引用の第一の点について、引き続き家を建てるという例をもとに考えてみよう。「作る」ことは、「作られたも

の」から始まる。我々が家を建てようとするとき、全く無から家というものを考え付いたのではない。人がある場

所に定住する際に家を建てるという伝統があり、その伝統の中で我々は家を建てようと考えるのである。たとえば

遊牧民は、家を建てずにテントを張りながら、家畜と共に移動していく。家を建てるという我々の「作る」という

働きは、社会や歴史の中で規定されたものなのである。それ故、社会的・歴史的に「作られた」状態から出発し

て、我々は物を作るのである。しかし同時に、我々は今までなかった新しい家を建てる。これまで作られてきた

様々な家を参照しながら、新しい自分のアイデアや技術を取り入れた新しい家を建てるのである。このような意味

で、我々は「作られたもの」から「作るもの」へと転換し、社会や歴史に新たなものを加えていくのである。

このような「作り作られる」働きは、内と外とが結合する働きであるとも言える。家を建てるように我々を動か

す社会的歴史的な伝統、家を建てるために必要な様々な客観的条件、そういった我々にとって外なるものと、我々

が家を建てたいという内なる要求が一つになって家というものが建つ。実際に立った家は、家を建てるという社会

の歴史的伝統や家の可能性を制約する外的条件を表現している。だが同時に、我々の家を建てたいという内的な要

求の表現でもあり、自分のアイデアを反映した、自己表現でもある。そういった意味で、内なるものと外なるもの

が作ることを通して結び付くのである。

このような結びつきが、「矛盾的自己同一」の「同一」の意味である。だが、「矛盾的」と言われていることに注

意しなければならない。社会的・歴史的に規定されているということ、外的な条件によって規定されているという

ことは、我々の自己の恣意は何処までも否定されるということを意味する。自由に、好きなように家を建てること

は不可能である。自己がすべてを支配し、意のままにできないという点で、我々の自己を否定するものとも言え

る 6。しかし同時に、いくら家を作る伝統があり、外的条件が整ったとしても、我々の自己なしに自然と家が建つ

ことはあり得ない。しかも、新しく建てられた家は、自分なりのアイデアが反映された、今までにない新しい家で

あり、二つとない唯一の家でもある。つまり、我々が家を建てるということは、そこに家がないという所与の現実

を否定し、我々の自己表現としての家を新たに加えるということを意味するのである。与えられた現実は、我々の

自己を否定する。しかし同時に、我々は与えられた現実を否定し、新しい家を建てるということによって現実を刷

新するのである。

さて、このような「作り作られる」ということによって、どのような自覚が生じるのだろうか。それは、「映し

映される」と言い換えられている点から理解できる。我々の自己の表現として作り出された家を通して、我々は自

己を自覚するのである。我々は現実に作られた家を通して、「自分はこんな家に住みたかった」ということに気付

くのである。あるいは逆に、現実に作られた家に対する不満を通して、「本当は、自分はこんな家ではなく、違う

家に住みたかったのだ」ということに気付く。我々の自己は、作られた家を通して、自分がどのような家に住みた

かったのか、真に自覚できるようになるのである。我々が作り出した家が、我々の自己を表現するものとしてある

時、我々の自己を映す鏡として機能する。我々は、自らが作り出したものを鏡として、そこに映る自己を自覚する

のである。それ故、西田は、以下のように述べるのである。

我々の真の自覚と云ふのは、自己の内に反省することによつて成立するのでなく、却つて自己を外に映すこと

によつて成立するのである。作られたものと作るものとの矛盾的自己同一の立場から、表現的形成的に（行為

的直観的に）、真に個人的自己として自覚するに至るのである。（10-421）
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我々は、自己表現として自らが作り出したものを通して、自己自身を自覚するのである。作り出したものに自己

を映すことによって、自己自身を知るのである。だがここで注意しなければならないのは、「世界が自己自身を限

定するとして、映し映される」と言われている点である。我々の自己表現であるだけではなく、世界を映す世界の

自己表現でもあるのである。この点は、第三の「世界の自覚」に関わる点である。このことについても、詳しく見

ていこう。

家を建てるということは、我々の自己表現であるだけではない。先の遊牧民の例でもそうだったように、家を建

てるということは、社会的・歴史的状況を映し出してもいる。遊牧民という社会的状況であれば家は建てない。家

を建てる社会的・歴史的な背景を表現しているのである。また、木造の家を建てるということは、レンガ造りの家

を建てる伝統とは異なる伝統に属しているということを表現している。しかも、現代世界の技術を反映した、現代

の世界を表現してもいる。一昔前であれば茅葺だったかもしれない屋根は、ソーラーパネルの屋根となっている。

それは現代の技術を表現し、また再生エネルギーを重視する現代の趨勢も表現している。こういった意味で、家を

建てるということは、世界を映しているということでもある。しかも、家を建てるという出来事自体も世界の出来

事であるので、家を建てるということは、世界の中で世界を映すという事態を意味することになる。このような意

味で、「我々が行為的直観的に物を見ると云ふことは、そこに世界が世界自身を映すことである。我々の自覚は世

界自身の自覚であるのである」と言われるのである。我々の様々な行為は、世界の中で世界を表現する行為であ

り、我々が自覚するということは、世界の中で世界が自覚するということをも意味するのである。そういった意味

で、我々の自己は世界を映すものであり、西田の言葉を使えば我々の自己が世界の「射影点」となるということを

意味する。

だが、家を建てるのは特別な経験であり、日常的な経験ではないという反論もあるかもしれない。西田自身が確

かに述べているわけではないが、おそらく「歩く」ということにも行為的直観的な自覚がある。例えば歩くという

ことは、路面の状況、道の混雑状況、天候の状況を見ながら歩く。様々な自己の置かれた状況を自覚しながら、人

は歩くのである。しかも、舗装されていない大昔の街道を歩くのと、現代の舗装されている道を歩くのでは、歩き

方も変わってくる。そういう意味で、現代の世界を表現する歩き方にもなっている。また、人は歩くことによって

「足が痛い」や「疲れている」などの自己の体調を発見したりする。そういった意味で、歩くという最も日常的な

動作でさえ、自覚は働いている。

以上のような日常的な経験における自覚の検討において、以下のことが確認された。我々は物を作るということ

を通して、自己表現をし、自覚する。しかもこの自己表現は、世界の中の出来事として、世界の表現、世界の自覚

でもあるのである。このような自覚は、しかし日常的経験に留まるものではない。科学の方法としても自覚が考え

られる。次節では、科学と自覚の問題を検討することにしよう。

� 科学と自覚

科学の方法としての自覚を明らかにするために、まずは自覚の形式的構造から問題にしていくことにしよう 7。

西田は自覚の形式について、「先づ何処かに、何等かの仕方に於て、表現するものがせられるものであるといふ自

覚的実在の形式がなければ、表現と云ふことは成立せないのである。我々の働きと云ふものは、すべてかかる自覚

の形式から成立するのである」（10-482）と述べる。「表現するものがせられるものである」というのは、表現する

我々の自己（表現するもの）と、我々の自己表現として作り出されたもの（表現せられるもの）が同一であるとい

う意味である。前節で見たように我々の自己が、我々の自己によって表現されたものを通して自覚するならば、

我々の自己によって表現されたものも、私の自己表現として私と一つであるということを意味しているのである。

逆にまた、世界の表現としての我々の働きは、世界と一つになっているということも意味している。

このような表現的な関係を西田は、「先づ一方に多が何処までも一を表現すると考へなければならぬと共に、一

方に一が何処までも多を表現すると考へなければならない」（10-481f．）と簡潔に述べている。この時、多は「個

物的多」、つまり個物としての我々の自己を意味する。我々は様々な個物と関わりながら生きているので、個物は

多とされるのである。一方、一は「全体的一」を表している。全体を一つのものとしてまとめたものである。個物
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的多の自己表現の総体が全体的一であるならば、一が多を表現していると考えることができる。だが同時に、我々

の行為は、我々を取り巻く全体の文脈を表現もしている。そこでは多が一を表現していると考えることもできる。

個物的多が全体的一を表現していることについて、西田は「多が何処までも一の表現となるとき、それは記号的

とならなければならない。それが論理の世界、認識対象界である」（10-492）と述べる。一方、全体的一が個物的

多を表現しているときには、「個物的多は何処までも原子的であることはできない」（10-492）。というのも、個物

が全体を構成する原子ならば、全体的一は原子の「結合とか統一とか云ふものでなければならない」（10-492）の

であり、多を表現するものとはならない。多を表現している限りでは、「一度的な事実、絶対の事実と考へられる

ものでなければならない。絶対に無基底なるが故に、それは一度的として消え去るものでなければならない。消え

去ることによつて生きるもの、即ち絶対の否定を媒介として、自己自身の表現に於て自己自身を有つもの、絶対の

他に於て自己自身を有つものでなければならない」（10-493）。このようにして、歴史的世界は、「一の立場から世

界が何処までも記号的に表現せられるとともに、多の立場から一々が絶対の事実と考へられる」（10-493）のであ

る。

以上のような関係が何を意味しているのか、もう少し詳しく見てみよう。「多が一を表現している」という場合、

それは個物的多のそれぞれの個性が捨象され、それぞれが一なるものを表現していることになる。このように考え

られた場合の世界は同時に論理の世界とか、認識対象の世界とも言われる。一方、全体的一が個物的多を表現して

いると考えるならば、そこで現れる全体的一は、個物的多によって形成されるような「一度的な事実」となってい

る。

個物的多は、それぞれ唯一の個であり、それぞれの表現は唯一の表現になる。それ故、決して繰り返すことので

きない「一度的な事実」としてあることになる。つまり、個物的多の自己表現とは、それぞれの唯一の一度限りの

生を表現したものとなっているのである 8。一方、多が一を表現するということは、そのように消え去るものが

「作られたもの」として形を持つということ、対象化することの出来るものとなるということである。その都度限

りの一回性、個性が捨象され、ある特定の形を持ったものとして把握可能なものとなるということである。それ自

身形のないものが自らを否定して形をとる、把握できないものが自らを否定して把握できるものとなるのである。

それ自身基体的ではないものが、自らを否定して主語的に把握できるようになる、つまり一度的で流れ去るもの、

「非論理的である」（10-493）ような歴史的世界は、自らを否定して「論理の世界」、「認識対象の世界」となるので

ある。ここに科学的な認識の世界が成立することになる。この科学的な認識の世界について、もう少し詳しく見て

みることにしよう 9。

西田は知識の成立について、「知ると云ふこと、即ち知識と云ふものの成立を、（……）歴史的世界が自己の内に

自己を映すと云ふことから考へたいと思ふ。（……）我々の自己が世界を映すことは、逆に世界の一観点となるこ

とである。これが知ると云ふことである」（10-437）と述べる。記号的、論理的認識とは、我々の自己が世界の一

観点となるということ、自らの主観的な思いなしを捨てて世界をそのままに映すことを意味する。「科学的否定と

は、行為的直観の立場から我々の自己の因習的な先入見、独断を否定することでなければならない。（……）故に

科学的知識の成立には、先づ行為的直観の立場がなければならない」（11-154f．）。自覚とは、自らの思いなしや偏

見を否定し、世界をありのままに映すことによって、自らがそこに於てあるような世界を知るという働きを有する

のである 10。

こうして、我々は自己を否定し、一を映すことで、唯一の自己という性質をも消し去り、代替可能な記号となっ

ていく。ここに記号操作の世界が開かれ、科学的な学的世界が構築されることになる。様々な学的世界の展開につ

いて詳論する余裕はないが、西田が数学と物理学について述べていることを簡単に紹介しよう。数学について西田

は、「数学と云ふものが、創造的方向とは逆に、世界の自己否定的立場に於いての、純なる記号的表現の形式」

（10-548）と述べたり、「数学は思惟作用そのものの行為的直観である」（10-550）と述べたりしている。我々の自

己が否定され、単なる記号的なものとなるとともに、世界が徹底的に形式化される。その形式の関係を展開する学

として、数学は思惟作用そのものの行為的直観と言われることになる。一方物理学は、「最も具体的な実在の記号

面的自己表現」（10-549）と言われる。具体的に実験や観測によって明らかにされるものを記号化するような学問

として、物理学が考えられるのである。
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以上のように、記号化される自己の自覚の中で諸学が展開されるのである 11。しかし、哲学が扱うのは記号化さ

れた自己ではない。次節では、哲学と自覚の関係を見ていくことにしよう。

� 哲学と自覚

第�節で見たように、第一原理の学としての哲学は、考える自己を含む実在を問題にする学であった。一方、科

学的な諸学問を構成するのは、記号化された自己であった。そのため、考える自己を含むような実在を科学的な諸

学問は解明できない。それ故西田は、「かゝる実在が明にせられるには、否、かゝる実在が自己自身を明にするの

は、絶対否定的自覚によるの外はない。（……）哲学はかゝる立場に於て、知識の根本原理を把握するのである」

（11-153）と述べる。ここではっきりと打ち出されるのは、科学的な方法としての自覚とは異なる、「絶対否定的自

覚」によって哲学が遂行され、この自覚を通して考える自己を含む実在が解明されるということである。

では、絶対否定的自覚とはどのような自覚であろうか。学問論としての記号化されるような自覚は、多が自己を

否定して一を映す立場であった。ここでは多が否定され、一が否定されているわけではない。そのため「絶対」否

定ではなく、相対的な否定であると考えられるであろう。絶対否定的であるためには、多を否定するとともに、一

の否定をも含む自覚であるということである。「考える自己」とは、一回限りの生を生きるかけがえのない自己で

あると共に、記号操作を行い思惟する自己である。すなわち、否定的自覚とは、一を否定し個物的多として唯一の

生を生きる自己と、多を否定し一なる記号的操作の世界を開く自己、その両者を自覚するような自己である。絶対

否定的自覚とは、このように「一を否定する多」と「多を否定する一」の両者を自覚する立場だと言えよう。そし

て、この一と多の相互否定のダイナミズムこそが、世界の自覚であった。哲学は、いわば世界の自覚的構造を自覚

する学問であると言えよう。

つまり、行為的直観の構造を自覚していくのは、哲学の仕事なのである。このような自覚において、「世界が自

覚する時、我々の自己が自覚する。我々の自己が自覚する時、世界が自覚する」（10-559）と言われる。「世界の自

覚としての哲学の立場は、疑うて疑ふことのできない立場、絶対的自己否定を媒介とする立場でなければならな

い。かかる意味に於て哲学は真にそれ自身によつて有る絶対有の学である、根本的実在学である」（10-559）。哲学

は一を否定する多の立場に立つのでもなく、多を否定する一の立場に立つのでもない。そのような立場に立つこと

を否定し、その否定を通して一と多の立脚点を明らかにするのが哲学の仕事なのである。そこにおいて、考える私

を含むような全実在を明らかにすることが可能になるのである。

哲学のこのような性格を際立たせるため、学的知の領域と哲学の差を見ていこう。学的知の領域は、「ポイエー

シス的自己の自覚」と呼ばれる自覚に基づく。これは、我と物との「作り作られる」関係の中で生じている自覚の

ことである。西田は、「作つたものは何処までも自己に対立するものである、絶対の他である、しかもそれは逆に

自己を動かすものである。かかる意味に於ての矛盾的自己同一の立場から、我々の自己と云ふものが反省せられる

のである」（10-558）と述べる。物との関係の中で反省されるような自覚が、ポイエーシス的自覚である。ポイ

エーシス的自覚について、西田は「（……）科学的知識の成立には、歴史的事実的に、我々の自己が創造する、

我々の自己が作るといふポイエーシス的自覚が伴はなければならない、歴史的自己の自覚が伴はなければならな

い」（10-552）と述べる。作るものとして自己が成立すること、歴史的な世界が自らを形成する、そのような形成

要素として歴史的になるということ、世界の自覚として我々が歴史的にあるということ、そこに科学的知識が基づ

くのである。

しかし西田はさらに、「ポイエーシス的自己の自覚の根柢には、創造的自己の自覚がなければならない。創造的

世界の個物として、我々の自己はポイエーシス的であるのである。何処までも自己自身を限定する絶対的事実とし

ての、我々の創造的自己の自覚に基いて哲学的知識が成立する」（10-561）と述べ、世界自覚としての哲学を創造

的自己の自覚と特徴づけ、科学的知識の根柢に置く。哲学の営みは、行為的直観を通したポイエーシス的なものに

留まらず、そのような創造的な自己自身をどこまでも自覚していく営みなのである 12。「哲学は（……）真に自己

自身によつて有り、それ自身によつて自己自身を限定する根本的実在の自己表現の過程として、何処までも否定的

自覚、自覚的分析でなければならない。而してそれはすべての実在の根柢、実在の実在の学として、見るものなく
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して見る立場、世界が自己自身を映す立場でなければならない」（11-155）。見るものなくして見る立場とは、あら

ゆる「見る立場」を否定する立場のことである。一の立場に立ち多を否定するのでもなく、多の立場に立ち一を否

定するのでもない。「哲学の対象は自己自身を自証するもの、対象なき対象でなければならない」（11-155）。哲学

は、ある立場から対象を記述するのではなく、「見るもの」と「対象」の両者がそこから生じてくるような自覚の

遂行なのである。哲学は外から基礎付けられるようなものではない。ある特定の領域を問題にするのが哲学ではな

い。自覚する自己が自覚されるのであるが、自覚の構造を自覚することによって、自覚する哲学の働きそれ自体が

そのような自覚の構造に基づいて可能になることも見通される。このようにして哲学は自ら自身を証しするのであ

る 13。

哲学は、あらゆる知識がそこから成り立つ構造、つまり自覚の構造を自覚する。他の諸学問が可能になっている

ところを明らかにするのが哲学であり、諸学の根柢に哲学があるのである。そして、哲学が諸学の根柢にある世界

の自覚の構造を見出すことを通して、哲学それ自身においても自らの自覚的構造が示される。哲学においては、な

んら基体をおくことはできない。哲学の外に哲学の根拠があるのではない。我々の自己の自覚の遂行を通して、そ

れが同時に世界の自覚の構造として明らかになっていくことによって、哲学は自証されるのである。「科学の世界

は、形が形自身を限定する世界である。その根柢には、見るものなくして見る、世界が自己自身を映すと云ふこと

がなければならない。哲学が科学の根柢とならなければならない所以は、此にあるのである。是故に科学の方法は

行為的直観である。哲学の方法は自覚である」（11-155f．）。諸科学の根柢には哲学がある。哲学には根柢がない。

地盤となるような根柢から、対象を記述するのが哲学ではない。否定的自覚として、底なき自己が自らを証してい

くことが哲学なのである。

結語

本論考では、以上のように、自覚について論じてきた。第一節では、西田における自覚が哲学の出発点と結びつ

いていることが確認された。第二節では、日常的な場面での自覚が、世界の自覚としてあるということを見た。そ

して第三節で、科学との関わりで自覚を論じた。そして第四節で、自覚は哲学をなす営みとして、世界と自己が共

に自覚する働きにまで深められた。ただしこの自覚は、宗教的・神秘的な自覚ではない。むしろ哲学は、どこまで

も我々の自己が自己として成立する、そのような自己成立の事実、自覚の事実に徹することによって営まれるもの

であって、事実以外の何ものも必要とはしないのである。その意味では、西田の言葉を借りれば、哲学は「徹底的

実証主義」（11-124）なのである。

また、哲学と他の諸学の知を比較したことについて付言しておくべきかもしれない。確かに、両者の違いによっ

て哲学を際立たせたが、哲学は諸学と並列する学問の一分野ではない。諸学と現実を結ぶ、知識の根本を明らかに

する世界の自覚として哲学はあるのである。諸学には底がある。それは世界の特定の形を表現するものとして一定

のまとまりをもつということである。学としては、一定の形から形へと無限に探求は進むであろうが、その都度一

定のまとまりを持ったものとして知がある。そしてその底には、諸学の根柢には、哲学としての世界の自覚があ

る。しかし、この世界の自覚としての哲学は、世界の力動性の自覚として決して底のない働き、見るものなくして

見る、何処までも世界が深まっていく働きなのである。

凡例

1 西田幾多郎の引用は、下村寅太郎他編『西田幾多郎全集』1965-6年、岩波書店、より、巻数-頁数の順に掲げる。なお、旧

漢字を新漢字に改めた。

2 その他の引用は、本文及び注において、著者名［出版年］のように記した。当該の文献は巻末の文献表によって知ることが

できる。また、全集など再録されたものや改版されたものを参照した場合、文献表の書名の横に（ ）で初出年を記し、［ ］

の中で初出年：再録年の形で表記した。この場合、引用のページ数は文献表にある再録されたもののページ数を指す。

3 引用文中の（……）は省略記号である。

4 本文中の人名への敬称は省略する。西洋人名は現在において一般的なカタカナ表記法で記したが、西田の引用文中において

は西田の表記したとおりにした。
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白井雅人「私と汝の諸相」『西田哲学会年報』創刊号、西田哲学会、2004 年

新田義弘『現代の問いとしての西田哲学』、岩波書店、1998年

新田義弘「現象学と西田哲学とが出会うところ」『西田哲学会年報』第�号、西田哲学会、2006年

三木清『構想力の論理 第一』（1939 年）『三木清著作集』第八巻、岩波書店、1948年

注

1 学問論、知識論として西田の自覚の問題を取り上げたものとしては、新田義弘［1998］を参照。新田義弘はそこで、自覚と

哲学の問題についてたびたび触れ、宗教に回収されない哲学の思惟の固有の役割について明らかにしている。

2 「純粋経験」から「自覚」、そして「場所」に至るまでの西田の歩みを詳しく跡付けたものとしては、上田閑照［2002］、

［2003］が詳しい。

3 西田は、『善の研究』においても、「今若し真の実在を理解し、天地人生の真面目を知らうと思うたならば、疑ひうるだけ疑

つて、凡ての人工的仮定を去り、疑ふにももはや疑ひ様のない、直接の知識を本として出立せねばならなぬ」（1-47）と述

べている。哲学の出発点を、デカルトに倣って「疑うに疑えない立場」とするのは終生一貫していたと言えるだろう。

4 ここにデカルトとの共通点も考えることができるだろう。本論考では紙幅の関係上論じることができないが、西田のデカル

ト理解を論じたものとしては、石神豊［2001］、とりわけ第五章「西田哲学とコギトの問題」を参照。ただし、行為的直観

と自覚の関係が論じられず、我々の自己の歴史性は問われていない。

5 行為的直観についての詳細は、小坂国継［1995］、69-116頁を参照。

6 西田は、「物が表現的に我に臨むと云ふことは、現在の我、与えられた我を否定すべく、我に迫ることである」（9-33）と述

べる。

7 自覚の構造については、大橋良介［1995］、とりわけ第二章第一節「自覚（二）」において、群論的自覚として詳しく取り上

げている。本節の課題は、この群論的自覚を、表現と歴史的世界の関係として具体的に見ていくものである。

8 紙幅の関係上詳論できない、個としての自覚に関しては、白井雅人［2004］を参照。

9 本節では主に学問的な認識としての自覚を取り上げた。自覚の「論理」については、白井雅人［2008］を参照。

10 映すという観点で自覚の問題を扱ったものとして岡田勝明［2001］を参照。西田が自覚について影像という語から映像とい

う語の使用に力点を移していった所に、西田の自覚の問題の深まりを見ていくものである。

11 ただし西田は、以上のような議論は「併しそれは主としてその知識的方面を明にするものであつて、真にその実在的構造を

明にするものではない。従つてそれから直に実践的方面を論ずることはできぬ」（10-493）のであり、「歴史的世界は、我々

の自己の自覚の世界でなければならない。かかる世界に於ては、一々の事実が自覚的なると共に、それは何処までも当為の

性質を有つて居るのである」（10-494）と述べ、知識の方面だけでは自覚の問題が尽きないということを強調している。当

為については、白井雅人［2007］を参照。当為を伴う自覚についての議論は、例えば三木清の「ただ東洋的論理が行為的直

観の立場に立つといつても、要するに心境的なものに止まり、その技術は心の技術であり、現実に物に働き掛けて物の形を

変じて新しい形を作るといふ実践に踏み出すことなく、結局観想に終り易い傾向を有することに注意しなければならぬ」

（三木清［1939：1948］、11頁。なお、旧漢字を新漢字に改めた）といった批判に対して応答するものとなるだろう。

12 創造的自己の自覚については、新田義弘［2006］も参照。行為的直観と創造的直観を区別した上で、どこまでも深く「知の

責任性」を負うような哲学的な自覚の営みとして創造的直観を特徴付けている。

13 大橋良介は、群論的自覚を鳥瞰する体験を「言語表現を拒むような次元での体験」（大橋良介［1995］、100頁）と述べた。

しかし、この群論的自覚を鳥瞰するのは、まさしく哲学の自証としての自覚の構造の自覚であろう。
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自然の歴史化

─英国の環境芸術における narrative なもの─

伊東多佳子

�．序

自然を論じる上での困難は、はたしてその当の自然が指すものが何なのかということがきわめて曖昧なことから

生じる。たとえば、自然と人間というとき、すでにある一定の距離をとって対象として眺められる自然が前提に

なっている。これは風景を語るときにより顕著になる。つまりひとはそれを「美的に切り取られた自然の断片」と

して見ているのである。しかし、そのとき切り取られる「自然」とは一体何なのか。

環境芸術は自然環境を主題にして自然自体にその素材を求めることで成立してきた。しかしそこで扱われる現代

の自然環境は、西洋哲学の伝統的な自然観ではもはや捉えきれなくなっている複雑な現代の自然環境である。未曾

有の速度と規模で現在も進行している環境の悪化が示すことは、自然がもはや循環し調和の中で秩序が保たれる存

在ではなく、死すべき運命の中で歴史性を持つ人間と同じように、不可逆的で歴史的な時間性を持つ存在だという

ことである。

ポスト・モダンは物語を失って始まったはずであり、ポスト・モダンの芸術も物語の喪失から始まったはずだっ

た。たとえばかつての風景画の始まりが物語の束縛からの解放と物語の喪失を意味していたように、環境芸術は風

景を描くのではなく、風景そのものを主題にして自然自体にその素材を求めることで、より徹底した物語の排除を

もくろんでいた。しかし、袋小路を進む現代芸術が模索する先にあるものが物語（narrative）であるように、環

境芸術もまた特定の場所のためにつくる（site-specific）という性格を一歩進めて、その場所や風景の歴史に関わ

り、その場所や風景の物語を語るようになってきている。それは同時に芸術が物語を記憶する装置として機能する

ことを意味している。

本論文では、英国の二人の環境芸術家の作品、アンディ・ゴールズワージー（Andy Goldsworthy 1956- ）の

《シープフォールズ（羊囲い）（Sheepfolds）》のプロジェクトとデイヴィッド・ナッシュ（David Nash 1945- ）の

《トネリコのドーム（Ash Dome, 1977- ）》と《木製の丸石（the Wooden Boulder, 1978- ）》をめぐって、最新の

環境芸術のありかたと、それらが主題化する自然環境について考察したい。

Ⅰ．シープフォールズ・プロジェクト

1-1．羊囲い

アンディ・ゴールズワージーの《シープフォールズ（羊囲い）》は、ノーザン・アーツ・ボード・リージョン 1

が 1996年の英国視覚芸術年の主催者に選ばれたことから実現したパブリック・アートのプロジェクトである。当

初の計画では、カンブリア州に 100 個の「羊囲い（Sheepfold）」を制作するプロジェクトになるはずだった。しか

し、実現のためのさまざまな手続きが複雑で入り組んでいたことと、途中口蹄疫による中断をはさんだために、予

定より�年長い 11年の歳月を費やして、英国北部の 30の地点に全部で 46個の羊囲いが制作された。作品の制作

場所は広大なカンブリア州全域に渡り、後にスコットランドの一部とヨークシャーにまで範囲が拡大されている。

英国の風景の、とりわけ北部イングランド地方の牧草地のいたるところにみられる空積みの石壁（dry stone

国際哲学研究�号 2013 113



wall) 2は、英国の田園風景を特徴づける重要な要素であると同時に、牧羊の実践に欠かせないものでもある。牧

草地の境界を示す空積みの石壁はある種の生きた英国史であり、英国社会が封建制度から脱却していく過程で起き

た、酪農と放牧のための土地の囲い込みへと向かう運動の遺産である。16世紀、土地の所有者は農業を捨て、羊

や牛を育てるために、所有していた土地あるいは共同で用いられていた入会地を個人所有地として囲い込んだ。そ

のため入会地を利用する権利は地主が土地を囲い込んだときに消失し、場合によっては羊に場所を空けるために住

人が追い立てられることもあった。今日見られる空積みの石壁のほとんどは中世以降の囲い込み運動の所産であ

る。なかでも標高の高いところにあるものは、18、19世紀に行われた大規模な囲い込み運動の間に議会が出した

法令に基づいて定められた境界を示すものである。そうやって造られてきた石壁は北部イングランドの風景の中を

何マイルにもわたってとぎれることなく続いている。

そうした空積みの石壁のところどころに、さまざまな大きさの羊囲いが造られている。それらは乳搾りや羊毛の

刈り取りなどの作業の間に羊を集めて留めておいたり、夜間に羊を外敵から守ったりするためのものである。羊囲

いには�種類あり、汎用の羊囲い（Sheepfold）のほかに、迷い羊の囲い（Pinfold）と羊洗いのための囲い

（Washfold）があり、いずれも中世から続く移動放牧のシステムに由来するものである。

12 世紀から 16世紀にわたって、高地を夏場の牧草地として利用するための夏期放牧場がカンブリアに多数作ら

れ、あわせて羊飼いの小屋と羊囲いも建てられた。羊飼いたちは羊の群れを追って、スコットランドのハイランド

地方やガロウェイ、あるいはアイルランドから、目的地となる羊毛業の中心工業地帯、ランカシャーやヨーク

シャーへと旅をしたが、カンブリアはその中継点としてもっとも重要な位置を占めていた。ほとんどの羊囲いは荒

れた丘原の端にあり、そこに羊の群れが集められ、赤い色の代赭石を使ったり尾を切り取ったりして羊の身元確認

のための印が付けられたり、予防接種や尻の汚れ毛を刈ったりといった一連の作業が行われた。

長い距離を移動しながら追われていく羊のなかには、しばしば群れから迷い出てしまうものもいた。牧羊のシス

テムの成熟につれてさまざまなルールが設けられるようになったが、迷い羊の囲いもその一つである。群れから迷

い出た羊は飼い主に引き取られるまでの間、この迷い羊の囲いに保護されることになっていた。そうした迷い羊の

囲いは一般に共同体の目が届く安全な場所に設置されたので、ほかの羊囲いとはちがって町や村の中に残ってい

る。

羊毛業の発展につれさまざまな工夫がなされてきたが、刈り込みの前に羊を洗うことは 600 年以上もの間ごく一

般的な方法として実践されていた。19世紀の終わりまで、羊毛業者は羊毛を洗って乾かす為の機械をもたなかっ

たので、羊に生えている毛を洗って乾かしてから刈り込むというやり方がもっとも効率的だった。そうした羊を洗

うための囲いは小川などの流れや池の近くに設置されていた。ただ生きている羊を洗うのはとても手間のかかる作

業であり、費用も多くかかったので、洗浄によって羊毛の目方が減少することによる損失と、洗浄された羊毛がさ

れてないものにくらべて高価であることによる利益が天秤に掛けられるようになり、手間に見合った利益が出ない

ことがわかるとしだいに洗われずに刈り込まれる羊毛の量が増え、その結果羊洗いのための囲いは廃れていっ

た 3。

ゴールズワージーは《シープフォールズ》のプロジェクトに�つの種類の羊囲いのすべてが含まれるようにし

た。作品を設置する候補地は�万�千分の�の縮尺の地図に「羊囲い」と記載されている場所であり、とくに

1890 年から 1905年の間に出版された陸地測量図の初版やその他の古い史料をあたって、はっきりとした形では

残っていない羊囲いの遺構が探し出されて、作品にふさわしいものかどうかが検討された。牧草地にある羊囲いや

羊洗いのための囲いだけではなく、町や村の中心に残された迷い羊の囲いも設置場所とすることで、《シープ

フォールズ》がカンブリアの田園風景の過去と現在のみならず、田園と都市をもつなぐものとしても機能するよう

にもくろまれている。新しい場所にあらたな羊囲いを造るのではなく、もともと羊囲いがあった場所に、過去との

連続性をはっきりと示すように羊囲いを造るという考え方も、そもそもの羊囲いや空積み石壁の伝統をふまえたも

のである。再建される羊囲いに用いられる石は採石場から切り出されたばかりの石ではなく、古い石、しかもいま

は使われなくなった壁や囲いから取り出される石である。古い壁は壊され、あらたに新しい壁となって息を吹き込

まれる。あたかも成長と崩壊が繰り返し循環し続ける自然の生命のように、壁は生き続けてある場所から別の場所

へと動くことになる。牧草地の周囲を走り抜ける壁は「風景の中を動く�本の線 4」であり、時の流れの中で朽ち
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て傾くと壊されてあらたな場所で造り直され、そうして過去から現在へと時空を貫く線となる。《シープフォール

ズ》がすべて本職の空積み石壁の職人によって制作されているのも、この作品が「風景の社会的な性質に基づ

く 5」ものであり、壁造りや牧羊の伝統を通して造られることが作品にとって必須の要素だからである。

カンブリア全域を中心に全部で 46個制作された羊囲いは、それぞれが独立した作品であると同時に、全体とし

てもカンブリアの環境に応えるひとまとまりの作品となっている。羊囲いという古くからある日常的な建造物が

ゴールズワージーによる造形によってあらたなエネルギーを吹き込まれるのである。

1-2． 牧羊の記憶あるいは生命の記憶

《カスタートンの丘原のふもとの羊追いの囲い》（Casterton Fellfoot Drove Folds, 1996）は、カスタートンの丘原

のふもとの未舗装の道（Fellfoot Road）に沿ってつくられた連続する小さな羊囲いである。両側に空積みの石壁が

何マイルも続くこの道は、羊飼いが羊を追って通る道であり、ゴールズワージーはもともとあった羊囲いを造り直

したり、あらたに造り足したりすることで、�マイルにわたって全部で 16個の羊囲いを造った。

それぞれの羊囲いの中には、牧草地から取り除かれた大きな石がひとつずつ置かれている。石の大きさはおよそ

60センチ四方のものから�メートル四方ほどもあるものまであり、かたちもさまざまである。羊囲いによっては、

羊の入る余地などまったくないほど石が大きいものもあり、丸石の周りになんとか羊が集うことの可能なものもあ

る。しかしカスタートンに造られた羊囲いは羊を集めるためのものではなく、むしろ羊を閉め出すものであり、実

際的な羊囲いというよりは芸術作品としての性格がより強くなっている。舗装されていない砂利道を歩いていく

と、いつまでも続くように見える空積みの石壁に沿って、道の左右に羊囲いがリズミカルに配置されているのに気

づく。羊囲いはどれも道の側にではなく、道からは外に

なる牧草地に造られているので、石壁から道の方にちょ

うど足場となるような石が何段か突き出していれば、そ

れが羊囲いの場所を示すものである。突き出した石の上

に立つと、壁の向こうにはるかに広がる牧草地と、放し

飼いにされた牛や羊の群れが眺められる。そのまま視線

を足下へ向けると、真下にある羊囲いを見ることにな

る。足場となるように組まれた石は、道の側だけでなく

囲いの方にも突き出しているので、石壁をまたいで囲い

の側に降りれば、羊囲いの中を歩くこともできる。

《カスタートンの丘原のふもとの羊追いの囲い》が表

現するのは、羊飼いの日課であり、羊の群れの動きであ

り、羊を追う道のりである。左右に空積みの石壁の続く

羊追いの道を歩く人々が、道の左右に次の羊囲いを探し

ながら歩くとき、その歩みは羊を追って歩くことに固有

のリズムを帯びることになる。雨や風、霜、雹、雪とさ

まざまに変化するカンブリア地方の天候と、訪れた人々

がその上を歩き手で触れたり、また、囲いに入り込んだ

羊が体をこすりつけることで羊の毛に含まれているラノ

リンによる光沢が付け加えられたりすることで、囲いの

中の丸石は時が経つにつれてわずかずつすり減り変化し

ていくことになる。

しかしそうやって石に刻まれる時間の経過はやがて周

囲の景色のように広がっていき、《カスタートンの丘原

のふもとの羊追いの囲い》が体現する羊追いのリズムだ

けでなく、カンブリア全域にある羊囲いを、さらには羊
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飼いの歴史もその内に含むものとなる。

アンダーバロウにあるマウントジョイ農場の《樹の生えた囲い》（Mountjoy Tree Folds, 2001）には、南北の方

向に向かい合うように二つの羊囲いがある。それぞれの囲いにはひとつずつ大きな丸石が置かれ、それぞれの石の

真ん中には、地面を貫く一個の穴が開けられ、その穴にはナナカマドの木が植えられている。二つの大きな丸石は

もともと羊囲いの近くにあったものであるし、ナナカマドも近くに生えていた木から取られた苗木である。

石から木が生えるさまは、ただちに生命を強く意識させ、作品そのものが「生命の樹」のように見える。あるい

は宇宙樹、世界軸といった古くからのイメージを想起させる「樹の生えた石」は、同時に、あたかもダーウィンの

進化系統樹のように、存在を連鎖させる「生命の樹」のようでもある 6。

この作品が制作されているさなかの 2001年�月に、英国では口蹄疫が大流行し、カンブリアの何百もの農場が

危機に巻き込まれることとなり、シープフォールズ・プロジェクトもその影響ですべて延期されることになった。

《樹の生えた囲い》への植樹の日にちは口蹄疫の勃発した�−�日後に予定されていたが、中止された。実際に植

樹が行われたのは、口蹄疫が終息した数ヶ月後の 12 月である。口蹄疫の蔓延のため、病気にかかった動物だけで

はなく、発生農場から�キロ以内の農場についても全家畜が処分され、淘汰された動物の数は 650 万から 1000 万

頭にものぼり、英国国内の家畜飼養頭数の約半数が処分されたといわれている。ゴールズワージーの住むスコット

ランドのダンフリーズシャーの草原には口蹄疫の蔓延を食い止めるために制限区域を示す白い非常線が引かれた。

「家畜を淘汰するための軍人、制服を着た人たち、警察、点滅する光、非常線を張られた地域、火から上る煙の柱、

肉の焼ける臭い。制限区域の中に入ることは交戦地帯に侵入することのようだった 7」と当時の様子をゴールズ

ワージーは記述している。疫病の蔓延を怖れて、あるいはそれを防ぐための大量の殺戮。「そしてその後は、不思

議なくらい、空っぽの草原 8」。口蹄疫がもたらした惨

禍は、《樹の生えた囲い》に生長への一段階としての死

ではなく、かけがえのない個体の死の意味を付け加える

ことになった。

この作品に先立って、口蹄疫の発生が始まった頃に制

作された《腐敗する羊から集められた毛で穴の周りに作

品を作った》（Wool/gathered from/a decaying sheep/

worked around a hole, Scotland, 22 January 2001）には

従来のゴールズワージーの作品には見られなかった、残

酷で直截的かつ即物的な死のイメージが現れている。生

存競争に敗れ、死んで朽ちていく羊の姿は、「メメン

ト・モリ」の暗い伝統の中に位置付けられるものであ

り、そこに描き出される死は、自然の循環の過程として

の死ではなく一回限りの歴史のなかでの存在としての個

体の死を示すものである。

「生き残り生長しようとする闘い 9」が《樹の生えた

囲い》の中心テーマであるとゴールズワージーがいうよ

うに、石の中心からまっすぐに立ち上がるナナカマドの

樹は、災厄を乗り越えて生き残り、再生を望む強い希望

を象徴するものになっている。羊囲いによって大切に抱

かれるように守られた石の中心から生長する樹の姿は、

見る者に、牧羊業が本来持つ不安定さや困難がもたらす

緊張、苦難、苦闘、再生、壊れやすさ、強さなどがさま

ざまに入り交じった感情を引き起こす。この作品は、と

りわけ、口蹄疫の蔓延による大量の羊の死と、その生命

を記憶するための記念碑となった 10。
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1-3．石の囲いに包まれた石

《カスタートンの丘原のふもとの羊追いの囲い》と《樹の生えた囲い》という二つの作品において、内側に置か

れた丸石は、空積みの石壁でできた羊囲いによって守られている。大きな丸石が、見かけ上は堅固で強いものであ

るにもかかわらず、石の囲いによって保護されているという事実は、じっさいにはそれらが傷つきやすくこわれや

すいものであることを暗示している。うやうやしく置かれた丸石は、新石器時代の異教のモニュメントのように、

「貴重で、ほとんど崇拝に値するものであるかのように 11」見える。その一方で、羊囲いの作品には、羊がそもそ

も持つキリスト教の象徴的な意味と、石壁によって囲まれた草原の「閉ざされた園」（Hortus conclusus）という

キリスト教的なイメージがつねにつきまとう。そこで守られるのは、伝統的に弱い生き物と考えられてきた羊であ

り、人間であった。しかし、無機的で生命を持たないはずの石も、地質学の視点から見ると、有史以前に氷河に

よって膨大な距離を移動してきた歴史を持っている。地球のエネルギーを内包する石もまた、羊と同様に生命を内

包するものだとゴールズワージーは捉えている。堅固に見える石ですらこわれやすいものであり、太古からの地球

の変化を記憶に留めているという事実は、風景や自然および地球環境そのものが、長い時間をかけて変化し続け、

生命を内包するものであり、守られなければならないということをはっきりと示している。石の囲いは、そこにお

いて「生命の器」であり、「記憶の容れ物」となる。ゴールズワージーが羊囲いの中に置いた石は、場所や風景に

ついての記憶を宿し、過去から続く羊飼いの歴史を担うものである。また、その石を包み守るために再建された羊

囲いの多くは、長い間、ときに百年以上も放置されていたものであり、現在も利用可能な羊囲いとしてふたたび息

を吹き込まれ、羊囲いの歴史と伝統が現在の牧羊と地域の生活に結ばれることにもなる。

ある土地に固有の地理と歴史を作品に含むことは、現代の環境芸術のプロジェクトの多くがそうであるように、

さまざまな分野の専門家や多くの人々の協力、共同作業を必要とするものであり、作品自体が社会的な存在となる

ことが前提されている。ゴールズワージーがプロジェクトについての提案を最初に行ったのは、地方公共団体、芸

術教育や振興にかかわる団体、環境、土地所有・経営にかかわる諸機関であったが、それらの団体が好意的な反応

を示したので、地域の共同体、地方行政区、農場主、土地所有者などの助けを借りて、カンブリア州全体で《シー

プフォールズ》のプロジェクトをスムーズに展開することができた。プロジェクトの実現に際してなによりも優先

された考え方は、このプロジェクトが人に対しても風景に対しても決して何かを強要するものではないということ

であった。これは英国の環境芸術がその発生当初から持つ自然観に基づくものであり、芸術もそこで生活する人た

ちと共に生きていくという意識の表れであった。ゆっくりとしたペースで慎重に、カンブリアに住む人々に対し

て、コミュニティという小さな単位ごとに州の全域にわたる彫刻のプロジェクトのコンセプトが説明され、人々の

支持を確実なものに変えていった。カンブリアの風景と牧羊の歴史が作品の重要な要素であることから、広い地域

の非常に数多くのコミュニティが興味を持ってプロジェクトに参加するようになり、カンブリア州の学校ではこの

羊囲いのプロジェクトを芸術、英語、科学技術、歴史、地理学を含むナショナルカリキュラムの教材として用いる

ようになった。あわせて、この地域にあるプロジェクトの候補地となった羊囲いの調査も行われ、集められた様々

な記録や情報はすべて資料として保存されることになった。こうしてプロジェクトはカンブリアの風景と伝統、牧

羊の歴史を現代の彫刻作品を介して緊密に結びつけるものとして機能している。

ゴールズワージーによる《シープフォールズ》のプロジェクトは、芸術による特定の場所との関わり方を人間が

そこで実際に生活する自然の歴史的な時間との結びつきの中で示すことによって、歴史的な時間性をもつ自然と、

そうした自然に対する人間の関係を知るための一つの指針を示すものになっている。

Ⅱ．現れ出る作品／去りゆく作品

英国を代表する彫刻家、デイヴィッド・ナッシュは主に木を用いた作品を制作している。制作に用いられる木材

は、風や嵐によって倒れた木や立ち枯れた木、間伐のために切り倒された木など、制作のために新たに切り倒され

るのではなく、理由があって切り倒される必要のある木もしくはすでに倒れてしまっている木である。ナッシュは

そうして手に入れた一本の木を「採木場（Wood Quarry）」と呼んで、そのあらゆる部分を使う。一本の木から数
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個の彫刻が切り出されたのちに残る細い小枝でさえも木炭にされて、デッサンに用いられる。そこにはいらない部

分など存在せず、有機物が朽ちて自然に還るのと同じように、すべては作品に還元される。

ここでは、ナッシュのほぼ同時期に制作された二つの対になる環境芸術作品、《トネリコのドーム》と《木製の

丸石》をとりあげるが、この二つの作品は自然の循環の中での生長と衰退という二つの対立する側面をそれぞれ代

表するものになっている。

2-1．《トネリコのドーム》

《トネリコのドーム》は、22本のトネリコの木を直径 10メートルの円形に植え、剪定を繰り返してドーム状の

空間を形づくる「生きた樹」による彫刻作品である。最初にトネリコの苗木が、カイナ・コイド（Caeʼn-y-Coed

＝ウエイルズ語で「木々の中の野原」）と呼ばれる、北ウエイルズ、グイネズ州のフェスティニヨグ渓谷丘陵の斜

面にある一区画の平坦な場所に植樹されたのは、1977年�月のことだった。それは�年前の 1976年に、はじめは

コンセプチュアル・アートの作品として構想された。

ナッシュは、ランド・アートが都会から遠く離れた荒野に作られるために、きわめて長距離の移動を伴い、容易

に近づくことができないという性格を持つことが必然的に招く事態、すなわち、その土地への介入は制作の際にた

だ一度だけ行われて記録されたのち、作品が放置されあるいはうち捨てられてしまうことを問題視していた。この

ことはまた、ナッシュにとって大きな野外作品を制作する際の困難とも関わる問題であった。ナッシュの作品は木

を用いたものであり、野外彫刻として設置されると、その性質上風雨や強い日差しにさらされているうちに長い年

月には耐えずに短期間で朽ちてしまう。しかし、そもそもナッシュにとって、「時間」は作品を構成する大きな要

素でもあった。ナッシュの彫刻は、木に内在する形態を引き出す造形を施した中に、もともとの枝や幹の個性をい

わば生きたまま残すことが多い。よく乾燥していない木を用いるために、完成したのちに作品にはひびわれやそり

による破裂が生じる。しかしこれらは予期された出来事であり、そのような変化、すなわち有機体としての木に刻

まれる時間が、彫刻の表面をさらに表情豊かなものにする。腐食し、衰退し、最終的には土に分解され再統合され

ていくことは、木の一生を示すものとしてむしろ重要視されているといってもよい。とはいえ、コンセプチュアル

なものではなく、現実に物質としての彫刻が展示中に朽ちていくのは崩壊のプロセス自体が作品であるわけではな

い以上、決して望ましいことではない。作品はその場所を真に理解し、自然の諸力と生き生きと関わりあうもので

なければならない。しかし同時に野外にあることで受ける天候や有機的な分解のプロセスといった自然の苛酷な変

化にも持ちこたえられるものでなければならない。こうしたジレンマの中で、いったいどうやって朽ち果てること

のない、環境の変化に耐えうる大きな野外彫刻作品を木でつくることができるのか。

ナッシュの出した答えは、生長する木から彫刻をつくることだった。円形に植えたトネリコの木が最終的にドー

ム状の空間に形作られるこの作品は、彫刻の基本的な要素である空間と、さらには時間をともに取り込むものと

なった。しかも「空間のかたち」を生長させるためには 30 年以上にもわたる長期の慎重な世話が必要であり、こ

のことは「コンセプチュアルな行動に身体的な関与を付け加える」ものとなった。生涯にわたってその土地に留ま

り作品に深く関わり続けること、それはランド・アートにおいて、作者によるその土地への関与がきわめて一時的

なものにとどまっていたことに対するアンチ・テーゼとしてのナッシュのあらたな決意を示すものでもあった。

《トネリコのドーム》が制作された 1970 年代の半ばは、経済的にも政治的にも陰鬱な時代であり、英国では失業

率が極めて高い深刻な不況に加え、緊迫した東西の冷戦状況のなかで核戦争が現実的な可能性としてあった。人々

は憂鬱な気分に満ちていて、もはや 20 世紀の終わりを見ることができないのではないかという不安を抱いていた。

加えて環境の悪化も進行していた。こうした先の見えない社会的な状況の中で、《トネリコのドーム》は、長期の

関与を示す「21世紀のための彫刻」すなわち、将来への信念の行為として構想された。長期にわたる作品への関

わり合い、という着想を得たのは、《トネリコのドーム》が植えられたカイナ・コイドの小さな森が（スノードニ

ア国立公園の一部であり、18 世紀の終わりから将来の材木の利用のために大切に樹木が育てられていた）地元の

木こりによって小さな木々と一本のブナの樹を残して根こそぎ伐採されてしまったことがきっかけになっている。

切り倒された木の幹だけが売却のために運ばれたのち、枝と薮がゴミのように残された様子は、あまりにも無惨

で、破壊され、荒廃した森の残骸だけがそこにあり、再生は不可能であるかのように見えた。ナッシュはこの理不
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尽な破壊の後片付けを�年もの間行った。そこで種類ごとに異なる木の性質、形、湾曲、長さ、枝分かれの様子、

重さ、肌理について知ることになり、またそのことはある一定の土地で持続的に制作することと、それにともなう

四季の移り変わりをナッシュに経験させることになった。その間にも自然の再生は徐々に始まっていた。実生や切

り株から新たな木の生長が始まり、カバノキや柳、セイヨウヒイラギなどが芽吹き始めていた。森の片付けと手入

れをするなかで、いやおうなしに林業と関わることになったが、そのまさに林業こそが継続的な管理を前提にして

成立するものである。その頃、ナッシュはナポレオン戦争時代の英国海軍に関する驚くべきエピソードを知った。

船を建設するためのオークの木が不足していたためインド産のチーク材を輸入したところ、それが船材には向かな

かったので、今度はきわめて長期の計画を立案し法制化して、200 年後の 21世紀の艦隊のために英国の南部のあ

らゆる場所にオークの木を植林したというものだった。時間的なスケールが壮大な植林の計画というコンセプトは

ナッシュにとってとても魅力的なものであり、それは望まれざる皆伐によってできた光に満ちた空き地にふさわし

いアイディアをもたらした。

しばしば生け垣にも用いられるトネリコは弾力があり、力強く、剪定や、木の一部を削いで曲げるフレッチング

の技法に向いていたし、光を求めて傾いて生長することがあるので、ドームを作るために最適な種類であるとナッ

シュは考えた。トネリコの木は北欧神話においてはユグドラシルと呼ばれる世界樹であり、それは全世界の上に広

がり天にまで届く枝を持つ守護の木であって、その中に棲み着く動物たちを養い、そのために枝や根を囓り取られ

る苦難を受けながらもあらゆる生物の生存とその持続を保証するものでもある。すでにこうした神秘的な意味を持

つトネリコの木を用いながらも、植樹する本数に関して、ナッシュは極力神秘的な連想を取り除くために、知る限

りで神秘的な解釈とのつながりを欠いた 22という数字を選んだ。またそれは思い描いた大きさのドームの空間を

作るために必要な本数であり、適切な間隔で植樹された。極めて初期のドゥローイングで、ナッシュは《トネリコ

のドーム》について以下のように記述している。「冬には銀色の構築物。夏には緑の天蓋のある空間。生長するエ

ネルギーの噴火口。この作品は、エネルギー、再生、時間そしてとりわけ信頼と責任についての作品である」。

植樹された当時、カイナ・コイドには周囲の牧草地から仕切るための垣根がなかった。そのため、植えたばかり

の若いトネリコの苗木の環は、羊によってすぐに食べられてなくなってしまった。そのために垣根をめぐらして植
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え直したが、今度はウサギによって樹皮が囓り取られて枯れてしまった。�度目の試みでは、22本の苗木のそれ

ぞれに、木を保護するための螺旋状のうさぎよけを巻き付けて用心したので、なんとか生長することができた。そ

れにしても苗木がきちんと生長するためには、あまりにたくさんの捕食者がいる。ネズミ、羊、ウサギ、牛、鹿、

そしてリス、それらは若い柔らかな木を囓り取り、樹皮をはがしてしまう。防風林として植えられた樺の木は、同

時にトネリコの木の生長を促進するための競争相手として機能し、�-�年後に役目を終えて抜かれた。生け垣に

用いられる伝統的な方法を用いて、根囲いをし、接ぎ木をし、剪定をして、いまなお「進行中の彫刻」は 18 年以

上かけて、ようやくドームの形が見分けられるところまで生長した。ナッシュの言う「信念の行動としての長期の

関与」は、《トネリコのドーム》に対して長期にわたる世話という義務が伴うことを意味していたし、じっさい、

トネリコの木々は絶えず世話をする必要があった。それというのも、トネリコの木が自然に持つ傾向に穏やかにあ

らがうような方向へ生長するように仕向けなければ、ドームの形が作られることはなかったからである。

不思議なことに、《トネリコのドーム》を作るための作業工程が自然をコントロールしたり、介入したりしてい

ることに対して批判する人たちがいた、とナッシュはいう。生け垣にはよくても、芸術にはだめ、という感覚が存

在する事実は、芸術に対するある種の理想主義と同時に自然（もしくは人工）と概念の理解の難しさを露わにして

いる。そもそも芸術という言葉が本来持っていた、人工（＝人間が作った）という意味を、自然環境を素材にする

環境芸術はきわめて複雑なものに変えてしまうことがひとつの原因になっている。もちろんそこには「自然」とい

う概念の曖昧さが絶えずつきまとうことはいうまでもない。

ナッシュは 70 年代の環境保護運動が、人間は自然にとって異質の寄生者であり、自然は人間なしのほうがずっ

とよいという信念か、もし人間が自然を支配したり征服しようとしたりするよりも自然と仲間になることができる

のなら、人間は全体論的な自然の主要な部分になりうるという確信のどちらかに分かれていたと説明する。のちに

議論するように、「自然保護に関心を持つ多くの人たちが保存したがっているのは、人間によって支配されても形

作られても、意図されてもいない自然 12」である。きわめて少数の原生林を除けば、森の中にある木は手入れされ

たり、あるいは人間の営みによって影響を受けたりしている「人工的な」木である。森は木を間引きすることでよ

り健康になるが、間引きしすぎるとひどく病んでしまう。自然と協力することこそが、持続的な人間の生活を可能

にするものであるという、きわめて現実的で実際的な考え方のもとで制作された、自然の生命力や、年ごとのある

いは季節の変化に直接的に触れるこの作品は、自然の諸要素が持つ力と積極的に関わり、木の生長する時間を表現

するものとなる。

2-2．丸石をめぐる時間

ナッシュによる、1978 年に制作された環境芸術作品、《木製の丸石》は、偶然誕生した作品である。北ウエイル

ズ、グイネズ州のフェスティニヨグ谷の上方で、1978 年にその地方を襲った嵐によって、樹齢およそ 200 年の

オークの木が大枝を失い、そのために傾いて非常に不安定な状態になった。英国中を縦横にめぐる公共の遊歩道、

パブリック・フットパスの利用者にとって、道にあるいつ倒れるかわからない傾いた大木はとても危険だったの

で、所有者はその木を伐採することを決めた。このオークの大木がナッシュにとって最初の「採木場」となり、そ

の幹の根元から、ナッシュは粗い球体を彫り出した。当初は、この球体をスタジオに運び、乾燥させてひび割れを

起こした《-つのひび割れたボール（Nine Cracked Balls 1970-71）》を大きくした作品を制作しようと考えてい

た。しかし、どうやって 500kg以上ある直径約� mのこの大きな木の塊を運び出すのか。急傾斜の丘の上のその

場所には、自動車や重機を運び込むための道路はなかった。そこで考えられる方法は二つ。フットパスに沿った急

坂を転がしながら谷底まで運ぶことと、近くの小川に転がして落とし、水流によってトラックが近づける場所まで

運ぶこと。最初の方法では、勝手な方向に転がっていく木の塊を道に沿って動くようにきわめて慎重にコントロー

ルしなければならない。二番目の方法では、小川の土手がブレーキとなって転がる木の塊の勢いを弱めることがで

きるかもしれない。ナッシュはより安全な二番目の方法をとることにした。なんとか小川に転がし入れると、球体

は、流れ落ちる細い滝の中を途中まで降りたところで引っかかって動かなくなってしまった。今回はもはや選択の

余地はなく、木の球体をそこへ放置しなければならなくなった。

水の流れの中にどっしりと留まる木の塊と、その上を絶え間なく水が流れていく姿は、川の中の大きな丸石のよ
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うで、その姿に魅了されたナッシュはスタジオに運んで彫刻として完成させるという当初のアイディアを捨て、さ

まざまな天候や、移り変わる季節の中で移動し、旅をする「彫刻」を写真やフィルムやドゥローイングによって記

録することにした。�週間ほどのうちに、水に含まれる鉄分が、オークのタンニンと反応して、表面が暗いイン

ディゴブルーに変化した木はますます岩のように見えるようになり、《木製の丸石》という題がつけられ、まった

くあらたな「環境芸術」作品が「誕生」することになった 13。美術館やギャラリーではなく、滝の途中で水に打た

れているまさにその空間こそが、この作品にとっての正しい場所であり、「川の精神」ないしは「場所の精神

（genius loci）」にかなうものであるとナッシュは考えたのである 14。《木製の丸石》は、途中、豪雨により増水し、

勢いを増した水流によって下の滝壺へ押し流され、窪みにはまりこんだところを、次の滝の入り口まで引き綱で移

動させられたが、季節による周囲の自然環境の変化によってさまざまに表情を変えながら、/年間その場所にとど

まった。 この頃から、ナッシュは作品を「自然」に委ねることにし、人工的な介入はやめ、作品に触れずに観察

のみ行うように決めた 15。自然の力とそれが作品にもたらす効果、作品を取り巻く環境、作品において経過する時

間、それらすべてが作品にとって重要な要素となる。《木製の丸石》はときどき起こる豪雨や暴風雨によって何度

もいろいろな場所に運ばれた。皮肉なことに、1994年、夏の数週間にわたるとりわけ激しい降雨と持続的な豪雨

によるフェスティニヨグ峡谷の洪水のためにブロントゥアナー川がドウィリド川に合流する直前で谷の縁に沿って

走る古い羊追いの道に架かる橋の下に引っかかって止まった。そのままにしておくと洪水の被害を引き起こすおそ

れがあるために、それは道の開口部からウインチで引き上げられ、橋の反対側に安全に下ろされた。放置しておけ

ば、河川管理局が作品を撤去することも分かっていたため、この介入は避けられないものであった。

この後、《木製の丸石》は�年かかって、ブロントゥアナー川流域から、フェスティニヨグ峡谷の主要な水源で

あるドウィリド川へと水流によって運ばれた。ドウィリド川は西へ向かって流れ、トレマドッグ湾からアイリッ

シュ海へと注ぐ。小さな支流とは違って、潮の満ち干きと水位が連動する大きな川の中で、《木製の丸石》はよく

動き位置を変えるようになった。新月と満月の満潮時には、それは水に浮かんで上流へと押し戻されるが、その位

置は降雨量や潮位、風の向きや強さによって変わる。干潮時には下流の河口へと押し流される。2003 年の初夏ま

で、潮の呼吸にあわせて繰り返し河口周辺へ出たり入ったりし続けたが、その年の0月、ポートメイリオンに近い

島の近くで最後に目撃されて以来、《木製の丸石》の消息はわからなくなった。ナッシュは、《木製の丸石》を、河
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図版� デイヴィッド・ナッシュ《木製の丸石》1978 年〜

David Nash, The Wooden Boulder, 1978- ⓒ David Nash（courtesy of Mr. David Nash）



口、何百エーカーもの河口の氾濫原、そこを蛇行するすべての支流、水路、入り江、岩も残らず調べてなんとか探

し出そうと試みたが、どこにも見つけ出すことはできなかった。そこで出した結論は、《木製の丸石》は河口から

トレマドッグ湾に入り、スリン半島の周囲を流れるメキシコ湾流によって北に運ばれ、アイリッシュ海へと出て

行った、ということである。制作から 25年の月日をかけて、作品は遠く去っていったのだと 16。

2-3．去り行く作品

ナッシュは《木製の丸石》を「去り行く（going) 17」作品と位置づけている。「去り行く」作品とは、腐食し、

衰退し、下へ向かって土に再統合されていく作品を意味する。これと対になる「出現する（coming) 18」作品と

は、《トネリコのドーム》のように「生きて、上へと伸び広がる 19」作品である。出現する作品が、植物の、さら

には自然の生命力を示すのに対して、去り行く作品は、植物の、さらには自然の死を示すものであり、あきらかに

「自然の歴史性」を体現している。

とくに 19世紀から 20 世紀にかけて、哲学の中では、自然と歴史が対置されて扱われてきた。そこでは自然の時

間と歴史の時間は異質のものとして説明される。自然は循環し繰り返すものであって個体の死は問題にされず、永

遠の生命を持つと定義されるのに対し、歴史は人間の生に代表されるように、一回限りのものであって、死すべき

運命へと縛り付けられたものであるとされていた 20。近代的な自我の発見以来、精神を持たない自然は、自然科学

の対象となる自然へと制限されるようになった。さらに、自然科学と歴史科学（精神科学）とが峻然と区別される

ようになると、自然に関する探究は、細分化された自然科学の専門領域の中に引き渡され、自然の意味を問うこと

さえも、自然科学の認識方法に還元されるようになった。こうした自然に対するスタンスが結果的に導くことに

なった、科学技術や工業化による自然環境の悪化、すなわち「生態学的危機」を現実に経験したことによって、わ

たしたちは、自然が永遠のものであるという定義自体を見直す必要に迫られている。こうした自然の定義の変化は

現代の生態学からはっきりと生じてきた。たとえば現在多くの絶滅危惧種が存在する。ある特定の種の生と死を考

えていくと、それはとりもなおさず、個体の死の積み重ねであることにわたしたちは気づく。「生態系のさまざま

な特性のうち、生物多様性の特徴は、変化が不可逆的であることである。いったん失われた種は、再生することが

ない 21」。生態系は地球の歴史、地域の歴史によって形作られた存在であり、歴史的存在である。そして、その要

素となる生物の種の多様性をもたらしたのは、生命の歴史である。現代の生態学では、生態系を「不均一性と変動

性の支配するダイナミックなシステム 22」と捉える。それはつまり、時間とともに変化する系であり、内部は不均

一で多様な部分を内包するシステムなのである。もはや、自然はほおっておいても循環し、元の状態に戻ってくる

ような永遠の時間性を持つことはない。

自然が永遠であるというこうしたある種の誤謬は、自然について考察するときに人間の生命の長さを基準に考え

たために、時間のスパンの違いを捨象してしまったために生じたのかもしれない。自然が同じ形態のものの回帰だ

けでなく、宇宙の膨張や、生命の進化という事実性、すなわち「自然の歴史」を知っているということに気づいて

いても、まるで取るに足らないことかのように扱ってきた背景には、人間の尺度で動植物の時間も、鉱物の時間

も、あるいは宇宙の生成の時間も測ろうとしてしまったことがある 23。

もちろんわたしたちは人間を中心として思考するしかない。そのため、日常的にしばしば用いられる用法では、

自然と人為、すなわち「人間的諸行為の連関としての歴史」が対置されることになる。そのとき自然は、人為的で

ない自然、人間的実践の介入しない、手つかずの自然とみなされる。しかし、いったいどこにそうした「手つかず

の自然」が存在するというのだろうか。

自然と歴史を主題とするとき、それらは人間を媒介として論じられなければならない。すなわち人間と自

然、および人間と歴史という意味をこめて自然と歴史が主題化される。したがって自然は「それ自体として」

存在するものと考えられない。例えば「自然自体」とか「意識から独立に」存在している自然を文字通りに、

通常理解されているような仕方で素朴に受け入れることはできない。むしろ「人間によってその都度経験され

るものとして、換言すれば、その都度の人間的交渉の相関として自然が主題化されなければならない。そして

自然が人間に関する意識の発展と共に表示されうる存在としてある限り、自然は「歴史における自然」として
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主題化されなければならない」だろう 24。

磯江のこのきわめて正しい主張で指摘されているように、環境美学の議論においても、「自然」概念はやすやす

とカントのいう「超越的自然概念 25」や人間のいない自然として想定されてしまう。「ひとはしばしば、人間がつ

くりそこに住み込む領域としての『文化（文明）世界』に対して、その外にあって人間が関与しない自律的な領域

ないし過程として、『原生（pristine）の自然』ないし『自然自体』を想定する 26」。しかし、西村が主張するよう

に、「『原生の自然』と人間の『文化世界』とのこうした二項対立は、もちこたえられない。なぜなら、われわれ人

間もまた自然から生い育ち、われわれの肉体はまぎれもなく自然であり、われわれの生活や行動も一定の生態系に

組み込まれ、一定の自然法則にしたがっているからである 27」。

バーナード・ウィリアムスは「環境への関心は人間を中心にしなければならないのか？」という論文の中で、以

下のように記述している。

自然保護に関心のある人の多くが保護したがっているのは、人間によってコントロールされても形作られて

も意図されてもいない自然である。つまり、文化と対立するものとしての自然がただそこにあるものとして考

えられている。しかしわたしたちによって保護される自然はもはやただ純粋に人間によって支配されていない

自然ではない。自然公園は自然ではなく公園である。保護された原生地域の自然は、明確な限界が定められ、

境界が区切られた原生地域の自然にほかならない。わたしたちが力を及ぼすことのできないものの感覚を守る

ためにわたしたちの能力をもちいなければいけないというのは辻褄があわない。わたしたちが触れずにいるも

のはすでにわたしたちが触れたものである。わたしたちが自己欺瞞とその結果としての絶望を避けるために、

そのことを忘れないようにすることは、わたしたちにとって疑いもなく最善の事である。わたしたちが人間中

心主義を拒絶すること自体が人間を拒絶することにほかならないということ、これがどうにも避けることので

きない真理を決定的に表現している 28。

おそらくこの地球上の自然にはすべて人の手が加わっていて、事実として、自然は、すでに死へと向かう一回限

りの歴史的な時間を持つものに変化していると考えるのが妥当であろう。現代の複雑な自然環境は、自然対人工、

自然対文化、自然対歴史といった二項対立を無効にしてしまっている。あるいは、そうした近代的な二項対立自体

がそもそも思考のための抽象的なモデルにすぎなかったということに気づくべきなのかもしれない。

ナッシュの《木製の丸石》が表現するのは、オークの木自体が持つ植物の誕生から死までの時間、また、物質と

してゆるやかに朽ちていく時間、そして、作品の周囲の環境の持つ自然のプロセスとしての時間、すなわち季節の

移り変わり、潮の干満が持つ時間、さらには潮汐をコントロールする月と太陽の時間、そしてその都度関わるナッ

シュ本人の時間、土地の所有をめぐる出来事にまつわる歴史、さらには川の生態系や流域を変化させてきた文化的

要因としてのその土地の歴史、つまり作品を取り巻く自然と人間の歴史と時間のすべてである。それはとりもなお

さず、わたしたちを取り巻く現実の自然は、自然と文化とそれぞれの歴史が複雑に絡み合っており、それらをばら

ばらに切り離して経験することが不可能なことを示してもいる。

ナッシュの《木製の丸石》は、現代芸術における二つの特徴である「特定の場所につくること」と「物語性」を

持ちながら、現代の自然環境のありかたを指し示すものとなっている。丸石が辿る旅は、人生のメタファーのよう

でもあるが、その旅の舞台となる自然環境は決して人間のいない自然や自然自体のようないわば観念的な存在では

なく、わたしたち人間がどうにか共存する道を探らなければいけない、いま、ここと地続きの現実の自然であり、

すなわち歴史な時間性をもつ自然である。

いったんはアイリッシュ海へと運ばれ、わたしたちの目の前から消えたと思われていた《木製の丸石》は、2009

年�月に再び姿を現した 29。実際には、《木製の丸石》は河口から海へと押し流されたのではなく、何らかの力に

より深く泥の中に埋まっていただけで、丸石を覆い隠していた泥が潮流と川の流れの変化によって洗い流されたた

めに再びわたしたちの目に見えるようになったのである。現在は、再び川底の泥に埋まり、干潮で水位がきわめて

低いときだけ、その姿を見ることができる。

国際哲学研究�号 2013 123



「《木製の丸石》は、精神が自然環境における自然の諸力の内部へと入っていくための足がかりになった 30」と

ナッシュは語るが、いまなお《木製の丸石》がそこに留まり、わたしたちに自然環境を見せてくれているうちに、

わたしたちは、大急ぎで自然と人間の関係に対する実際的な思索を前に進めなければならない。
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アンセルムスの思想における「共生」

矢内 義顕

はじめに

本稿は、カンタベリーのアンセルムス（1033/34-1109 年）の思想における「共生」を論じる 1。むろん、アンセ

ルムスの著作の中に、この「共生」という語に対応する語・概念があるわけではない。あえて、それを問おうとす

るのである。ここで、問おうとする「共生」とは、文字通り「共に生きること」あるいは「共に存在すること」と

いう意味である。当然、「誰・何」が「誰・何」と「共に生きる」あるいは「共に存在する」のかが問われる。ア

ンセルムスにとって、存在するものとは、「純一に、完全に、絶対的に存在」する創造者である神と、「ほとんど存

在せず、かろうじて存在する」被造物である 2。「一人の創造者と一人に創造されたもののほかには何ものも存在

しないなら、創造者と創造されたもののほかには、まったく何ものも存在しえないことは明らかである」3。それ

ゆえ、アンセルムスの思想に先の問いをあてはめたとしたら、第一に「人」が「神」と「共に生きる」こと、第二

に「人」が「人」と「共に生きる」こと、という答えが返ってくるかもしれない。今日、われわれが問題にする

「人と自然との共生」ということは、彼の念頭にはない。しかし、本稿では、あえて、それについても論じ、また

諸文化の共生ということも触れることにする。11 世紀の北フランスの修道院の中で、頑固なまでに原理の思索に

集中した修道士の思想が、「共生」という今日的なテーマに、何らかの視点を提供するかもしれない。

簡単にアンセルムスの経歴について述べておこう。彼は、1033/34 年、北イタリアのアオスタに生まれる。1056

年（23 歳）のとき、彼は、生まれ故郷を後にし、三年間ブルグントとフランスを放浪した後、北フランス・ノル

マンディーのベック修道院の門を叩く。以後、33 年間、彼はベックで修道士、副院長、修道院長として修道生活

を送ることになる。そして 1093 年、カンタベリーの大司教となり、1109 年この地で生涯を閉じる。

Ⅰ．神と人との「共生」

神と人との「共生」を明らかにするために、神の本質に関する「黙想の手本」（exemplum meditationis）とし

て 4、1076 年（41 歳）に執筆された彼の最初の著作『モノロギオン』を取り上げなければならない。

本書の冒頭で彼は、「一なる本性、存在するすべてのもののうちで最高の本性…この神とその被造物について必

然的に私たちが信じている、他の多くの事柄を、聞いていないか、あるいは信じていないために、知らない者がい

るとしても、私の考えでは、たとえ普通の才能しかなくても、その大部分は、理性的な推論によるだけでも（sola

ratione）納得することができるのである」5と述べる。キリスト教の信仰を知らない者、信じない者でも、その大

部分については、「聖書の権威に拠らず」6「理性的な推論だけで」到達することができるというのである。なぜ、

彼はこのように述べることができたのだろう。

本書で彼が採用するのは、理性が自己自身と対話すること、つまり、理性の自己認識をとおして、自らの存在と

認識の根拠である神を理解する方法である 7。しかし、それは同時に、被造物である人間の存在と認識における神

との類似性と差異性を明らかにする。

神によって創造され、この世界に存在する事物は、この神との類似性に従って、単に存在するもの、生存するも
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の、感覚をもつもの、理性的本性をもつものという存在の段階を構成する 8。さらに、アンセルムスは、理性的本

性をもつものとしての人間の精神が自らを記憶し、理解し、愛することができることのうちに、記憶としての父な

る神、理解としての子なる神、両者から発出する愛としての聖霊なる神を映し出す「鏡」、三位一体の「神の似像」

（imago Dei）を見出す 9。この神の似像としての理性は、正と不正、真と偽、善・悪、そして善の諸段階を区別し

判断する能力をもち 10、人間のうちにあって「君主また審判者」である 11。こうした神との存在論的・認識論的な

類似性のゆえに、理性的本性は神の認識により近づくことができるのである 12。このように、彼の方法は、その方

法に基づいた思索によって、その方法自体が根拠づけられるという構造をもっていることが明らかとなる。

ここで明らかにした、創造論によって基礎づけられた存在の位階、そして神の似像としての人間観から、アンセ

ルムスにおける神との「共生」の意味を考えてみることにしたい。『モノロギオン』において、アンセルムスは以

下のように述べる。

そこで理性的被造物（人間）は意志的行為によって、その生来的能力を通して自分自身に刻み込まれている

この（神の）像を表現することを何よりも努めるべきであるという結論になろう。なぜなら、理性的被造物は

自己の存在を創造者に負っていることを除外して、最高の善（神）を記憶し、理解し、また愛するほどに優れ

たことは出来ないのだから、何事もこれほど積極的に望むべきでないことは明らかである。13

また『プロスロギオン』でも、次のように述べる。

主よ、あなたは、私があなたを記憶し、あなたについて思索し、あなたを愛するために、あなたの似像を、

私のうちに創造して下さったことを、私は告白し、感謝いたします。…主よ、私は、あなたの高みに到達しよ

うとは思いません。私の理解をそれに比べることなど決してしないからです。けれども、私の心が信じ、愛す

るあなたの真理を、いくらかなりとも理解したいと切に願います。私は、信じるために理解することを求める

のではなく、理解するために信じるからです。14

アンセルムスにとって、神との「共生」は、神の似像としての記憶、意志、そして理性の能力を発揮して神を求

めることによって遂行される。そしてこのことが、アンセルムスの思索を決定づけるものであることは言うまでも

ない。

しかし、次のような疑問が生じる。神は探究の目標であり、探究のかなたにいるのだから、「共生」ということ

は言えないのではないか。アンセルムスは、『モノロギオン』第 XX章から第 XXIV 章において、神がいかなる空

間的・時間的な制約も受けず、至る所に永遠に存在することを、空間と時間の詳細な分析によって論証する。また

その簡潔な要約が、『プロスロギオン』第 XVIII 章、第 XIX 章で示される。第 XIX 章の結論を引用しておこう。

「何ものも、あなたなしで存在しないとはいえ、あなたは空間や時間のうちに存在せず、万物があなたのうちに存

在しています。何ものもあなたを包含するものはなく、あなたが万物を包含しているのです」15。神は常に現存す

る。この神の現存の下に、神を理解するための思索が展開されるのである。

むろん、神との「共生」は、彼の思索、すなわち神学的な営みにおいてのみ遂行されるわけではない。それは彼

の全生活、すなわち修道生活においても遂行される。そしてそれは、常に神の現存の下でなされる。彼の修道生活

全体を律したベネディクトゥスの『戒律』は、修道生活の中心である聖務日課（opus Dei ; officium divinum）に関

して、次のように述べている。

われわれは、神がどこにでも現存しておられること、また主の目はあらゆる場所で善人と悪人とを見ておら

れることを信じる。だが、われわれが聖務日課を行なっているときには、とりわけ、このことをいささかの疑

いもなく信じる。…それゆえ、われわれは、神と神の天使が見ている前でどのように振舞うべきかを熟慮し、

詩編をうたう際には、われわれの心と声が一つになるようにしなければならない。16

128 アンセルムスの思想における「共生」



神との「共生」は、彼の神学的な思索、日々の典礼、あらゆる生活の場において遂行されるのである。そして、

それが完成されるのは、天上における、至福直観のときであることは言うまでもない 17。

Ⅱ．自然と人との「共生」

アンセルムスの思想において、自然との「共生」ということを主題化することは難しい。上述の存在論的な位階

構造に基づくと、自然は人間の下位に置かれるからである。さらに、彼が生きた自然環境を想像するために、歴史

学者・堀米庸三が述べていることは、助けとなるかもしれない。「（中世の）ヨーロッパは今日よりも暗くひんやり

とし、ひっそりと静まり返っていた。気候のせいではない。巨大な原生林の樹海が、果てしなくヨーロッパを覆い

つくしていたからである」「森は緑の海であった。ひとつづきの村や畑、未耕地、そして町は、森の海に囲まれた

島であり、島国であった。中世ヨーロッパ世界は、点在し、散在する無数の島国より成り立っていた」18。アンセ

ルムスが生活したベック修道院もノルマンディーの森を切り開いて建てられたものであった。確かに、11 世紀は、

歴史学者が「農業革命」と呼ぶ各種の鉄製農具の普及、蹄鉄や繋駕法による牛馬の効率的利用、三圃制などの導入

などにより、農耕地が少しずつ広がり始め、余剰の農産物の取引が都市の商業活動を活発化させていく時代ではあ

る。しかし、その規模はまだ小さいと言わねばなるまい。自然が圧倒的な力をもっていた時代である。実際、彼が

人間を取り囲む自然、また自然と人間との関係について詳しく述べることはない。しかし、『モノロギオン』の次

の一節は、被造的な世界の秩序を述べたものとして注目される。

それゆえ、最高の本性以外に存在するすべてのものの本質が、この最高の本質から造られたこと、そしてい

かなる質料から造られたのでもないことは、この上なく確かであることは明らかだから、次のことほど明白な

ことはない。すなわち、かの最高の本質は、かくも巨大な事物の構築、これほど数多くの多様性、かくも美し

い姿形、かくも秩序ある変化、かくも適切な相違を、それ自身だけをとおして、無から導き出したということ

である。19

美しい秩序を保つのが、創造的本質である神の「保存的現存」（servatrix praesentia）20、神の意志である。そし

て、アンセルムスは、この世界の現象を次のように説明する。

仔細に考察すると、すべて発生する現象は神の意志のみで行なわれるか、神によって授けられた力に従い自

然によってなされるか、被造物によってなされている。そして創られた自然でも被造物の意志でもなく、神の

みが行なうことは常に奇跡的なことである。こうして明らかとなるのが、物事の推移には三通りあり、それ

は、奇跡的なこと、自然的なこと、意志的なことである。21

神の与えた力に従う自然の営み、自然の秩序を損なうものがあるとしたらそれは、神の意志に逆らおうとする意

志である。アンセルムスは言う。「全被造物を保存するためにも、神の意志に反することは何ごともしてはならな

いと告白しなければならない」22。これは、彼の神学的な主著『神はなぜ人間となったか』において、人間の罪が

いかに重いものであるかを論じる箇所で述べられている言葉であり、彼の贖罪論の基礎となる根本的な罪理解であ

る。原初の人間アダムの罪は、創造の最初の秩序、「創世記」が描く神と人間、自然と人間の「共生」を破壊した。

むろん、それを回復するのがキリストの贖罪の業であるが、ここでは、次のことだけを確認しておこう。アンセル

ムスに、「もし自然と人間との「共生」を可能にするものは何か」と問うたならば、「神の創造の秩序を壊さないこ

と、すなわち、神の意志に反することは何ごともしてはならない」と、この上なく厳格な答えが返ってくるという

ことである。
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Ⅲ．人と人との「共生」

アンセルムスが、封建的な身分（ordo）によって分節化されていた時代に生きていたことは言うまでもない。

存在論的な位階構造は、現実の社会構造にも反映する。9世紀に登場し、11 世紀から再び語られるようになる「祈

る人」（oratores）「戦う人」（bellatores）「働く人」（laboratores）という三区分は 23、それ自体について彼が論じ

ることはなかったけれども、彼の生活と思考を刻印していることは当然である。さらに、各々の身分には、より細

かな上下関係が存在する。たとえば、教会では教皇を頂点とする聖職者の位階構造が存在し、修道院では修道院長

を頂点とし、修道士には修道院長への従順（oboedientia）が命じられる。それは、アンセルムスが何よりも強調

する点である。それゆえ、彼の思想に、人と人との横並びの「共生」は期待できないようにも思われる。

しかし、彼の思想には、そうした縦の関係を突破する側面がないわけではない。それが「友愛」（amicitia）の思

想である。むろん、これについては、R. W. サザーンなどによって優れた研究がなされている以上 24、多くを語る

ことは屋上屋を架すことになろう。そこで、いくつかの点に限って述べることにする。

さて、古代哲学・思想の伝統においても「友愛」は大きなテーマだったことは言うまでもなく、アンセルムス

が、キケロ、セネカをとおして、それについて知っていた可能性も十分にある。しかし、彼の「友愛」の思想の背

景にあったのは、そうした古代の異教の文学よりも、むしろ伝統的な修道院の文学、とりわけカッシアヌス

（Cassianus 360頃-430/35 年）の『霊的談話集』（Collationes）の友愛論であろう 25。そこでは、三つの種類の友愛

がある。第一は、自然本性的な関係（血縁）に基づく友愛、第二は、共通の目的をもった集団における友愛、そし

て第三に、唯一の高貴で理性的な目的を追求することによる、魂の一致に基づく友愛である。これらの友愛は、い

ずれも社会的・共同体的な絆・紐帯として機能する。修道院の共同体にとって、このいずれも意味を持つが、第三

の友愛は、それがあまりにも私的・個人に過ぎれば、共同体の秩序を脅かしかねない。にもかかわらず、アンセル

ムスの友愛思想にとって最も特徴的な友愛がこれである。そして、それが表明されるのは、彼の書簡である。彼に

は 400 通以上もの書簡が残されているが、その友愛観を示すものは、ベック副院長・修道院長時代の書簡に多い。

�．情熱的な友愛表現

アンセルムスの友愛の書簡はこの上なく情熱的である。その一例を挙げよう。

真の愛（amor）とは、敬意をもって与えられるように、また愛されることによって申し分なく完成される

のですから、もし、私のあなた方への愛を、いくらかでもあなた方に示すことによって、私があなた方の愛を

獲得でき、また獲得した愛をより完全な形でお返しできるなら、私はそれを厚かましいとは思いません。けれ

ども、遠く隔たった生活のために、私の心自体はあなた方から、いかなる好意を得ることもかなわず、まれに

しか語り合うこともできないため、少なくとも手紙による挨拶が、あなた方の愛情（dilectio）の記憶が私の

中で生きていることの印となるように。というのも、まず、あなた方の尊敬すべき兄弟愛（fraternitas）が、

現存することによって、取るに足りない私に自らを知らせ、それを私の魂が愛徳（caritas）の抱擁によって深

くしっかりと刻み込み、愛すること（diligere）によって魂の内で鮮明な像を映し出しので、あなた方は、た

とえ不在でも、私の魂の内に常に現存するのです。ですから、会うことはまれでも、愛情（affectus）はまれ

ではなく、持続しているのです。26

これは、アンセルムスがベック副院長であった時の書簡（1075 年頃）、つまり最初期の書簡である。その内容

は、オドとランゾーという二人の若者を修道生活へと勧誘するものである。引用したのは、書き出しの部分であ

る。この中で、アンセルムスは、愛を表す語、amor/amare、dilectio/diligere、fraternitas、caritas、affectus を

用いて、情熱的に彼の愛を表明する。恋愛の書簡と誤解されてもおかしくないほどに、熱烈な表現である。個々人

のあいだの絆・紐帯を友愛に見いだし、それを、彼以前の時代には見いだすことのできない熱烈な用語と文体で表

明したところに、アンセルムスの新しさがある。

130 アンセルムスの思想における「共生」



�．「意識」（conscientia）

さらに、彼の友愛観は、友愛が個々人の内面、魂の奥底に位置づけられることにより、独特の深みをもつ。それ

を「意識」（conscientia）27という点から見ることにしよう。

私の手紙が、さながら私の友愛の状態を確かめたいかのごとく、海を越えて飛び交わすようにと願う（彼の

意識）が、彼（ゴンドルフス）のもう一つの意識（conscientia）、つまり私（アンセルムス）の意識にも相識

られ（conscius）、繰り返し私を急き立てます。しかし、私の手紙（書簡 4）が貴兄に伝えたことを、貴兄は

お忘れでしょうか、貴兄は私のもう一つの魂（altera anima mea）なのです。貴兄の心の「小部屋に入り」

（マタイ 6、6）、貴兄の真の愛の気持ちを慮り、貴兄の友人の真の愛をお認め下さい。たとえ私たちの性格は

同じであるとは言えないとしても、等しくないということも聞いていませんが、確かに、相互の愛の質は異な

ることはありません。というのも、告白しますが─ひどく赤面しながらでも─告白しますが、私の微温な愛は

貴兄の熱烈な愛に勝っています。28

この「書簡 16」（1070-77 年頃）は、アンセルムスの無二の友人であり、かつてベックの修道士、後にイングラ

ンドのロチェスター司教となるゴンドルフスに宛てたものである。この書簡において、彼は、ゴンドルフスの「意

識」が、自分のそれであり、それゆえ、彼の「意識」は自分にも「相識られる」と述べる。「肝胆相照らす」とで

も訳したらよいかもしれない。アンセルムスにおいて「意識」は、後のスコラ学が用いるような倫理的な判断の能

力ではなく 29、自己の魂の内奥に関する意識・自覚であると同時に、友愛を交わす友人相互の魂の意識・自覚でも

ある 30。

そしてアンセルムスは、ゴンドルフスを「私のもう一つの魂」と呼びかけ、もし自分の愛情を確かめたいのであ

れば、この意識、「心の小部屋に入る」ようにと述べる。この表現は、「マタイによる福音書」において祈りの姿勢

について述べられる箇所に登場する。そして何よりも注目すべきことは、アンセルムスが『プロスロギオン』の冒

頭で、この聖書の語句を引用している点である 31。つまり、彼は、『プロスロギオン』において、神を求めるため

に、精神の「小部屋に入る」よう精神を喚起し、ここでは、友愛を確かめるために、心の「小部屋に入る」よう友

人を促す。神が求められる場と、友愛が生起する場は、同じく「心の小部屋」「意識」である。つまり、神を心の

内奥から求める者同士が、それを互いに心の内奥で相識るとき、友愛は成立するのである。

�．死者との友愛

アンセルムスは、ゴンドルフスを「私のもう一つの魂」と呼んだが、この表現は、故人にも用いられる。友愛の

関係は死者とのあいだにも成立する。次に引用するのは「書簡 16」に先立ち、同じくゴンドルフスに宛てられた

「書簡 4」である。この中で述べられるオスベルヌスとは、ベックの修道士だった。アンセルムスが副院長となっ

たとき、それを妬み反抗したが、やがてアンセルムスに心からの尊敬と従順を示すようになる。しかし、突然の病

に襲われ、昼夜を問わないアンセルムスの必死の看病にもかかわらず、歿する。アンセルムスはゴンドルフスに、

このオスベルヌスのことを決して忘れることがないようにと願う。亡き友オスベルヌスに対する、アンセルムスの

痛切なまでの愛情（affectus）が語られる一節である。

故オスベルヌスのために、貴兄と私の友人すべてに、できるだけ言葉少なに、できるだけ情熱を込めてお願

いします。オスベルヌスがどこにいようと、彼の魂は私の魂です（anima eius anima mea）。ですから、私が

死んだとき、私が友人に望み得ることは何であれ、私が生きているあいだに、彼のためにお与えください。そ

して私が死んだときには何も気遣う必要はありません。お元気で、お元気で、私の最愛の者、貴兄の執拗な願

いは適えられるでしょう、お願いします、お願いします、お願いします、私を覚え、私の愛する者、オスベル

ヌスを忘却することがないように。もし私が貴兄に過度な負担を負わせているように思われるのでしたら、私

のことは忘れ、彼を記憶に留めて下さい。32
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この書簡に関連して取り上げたいのは、アンセルムスの伝記作者エアドメルスが『アンセルムス伝』で述べてい

ることである。

アンセルムスは、この後、故人（オスベルヌス）が生きていたときに与えたような聖なる愛の務めを差し控

えることはなかった。一年間毎日その魂のためにミサを行なったのである。また彼がそのミサ行なうことがで

きなかったときには随意ミサを行なう役目の者に、亡くなった修友のためのミサを唱えてもらうようにした。

また彼自身がそれを行なう機会には、自分の故人のミサの前に他の人のためのミサを唱えることで借りを償っ

た。このようにして一年間毎日、故人のために彼自身ミサを唱えるか、あるいは別の人に行なってもらいその

埋め合わせをするようにした。これに加えて彼はあちらこちらに手紙を書き、オスベルヌスの魂のために祈っ

てくれるよう頼み、それは満たされた。33

上に引用したゴンドルフス宛の文面も、この故人のためのミサを依頼するものであった。死者との友愛、死者の

記憶が生きる場は、修道院における典礼である。そこにおいて、故人との過去の友愛関係は現在化する。典礼は死

者との共生の場なのである。

�．天国における友愛

アンセルムスにとって友愛は、過去と現在における人と人との絆に留まるものではない。それは、天国の生にお

いても存続するもの、むしろ、そこにおいて完成するものである。そのことを語るのが『プロスロギオン』の第

XXV章である。ここで、アンセルムスは天国の善・喜びを列挙し、その中に友愛も数えられる。

もし（この善が）友愛のうちに見いだされるなら、彼らは自分たち以上に神を愛し、相互に自分自身である

かのように愛し合い、神は彼らが自らを愛する以上に彼らを愛するであろう。彼らは神を通して神を、彼ら自

身を、そして相互に愛し、神は自分自身を通して自分と彼らを愛するからである。34

アンセルムスにとって、精神の「小部屋に入って」神を求める者同士のあいだで成立する友愛は、この天国にお

ける友愛のあり方の模倣である。そして、それが天国において完成するとき、過去と現在そして未来を貫く「共

生」が完成する。それは、人と人の「共生」であると同時に、上述のように、神を求める人と神との「共生」の完

成なのである。

アンセルムスの友愛観が以上のようなものだとすると、この場合人と人との「共生」は、きわめて狭い範囲に限

られる、ことによると修道士／修道女のあいだだけに限られるのではないか、という疑問が生じる。確かにそのと

おりである。アリストテレスの『ニコマコス倫理学』においても、「ひとはむやみに友人の多いことを求めること

なく、生を共にする（συζῆν）に耐えるほどの人数にとどめるのがいい」35とあるように、「共生」というテーマで

友愛を考えようすると、その「共生」の範囲が限定されることになる。にもかかわらず、やはり、「共生」を成り

立たせる要素として、友愛を考慮に入れる必要があるだろう。

Ⅳ．諸文化の「共生」

アンセルムスの思想に、文化という概念を持ち込むことは、不当であるかもしれない。実際、彼自身の語彙の中

に、今日の「文化」（culture）という語はない。ラテン語の cultus という語を持ち出すとすれば、それは、彼に

とって何よりも「神の礼拝」「典礼」（Dei cultus）を意味しており、同時に神に対する敬虔な態度、生活、慣習、

そして何よりも修道生活を意味しただろう 36。そして、この観点から考えると、彼の思想そして実際の行動の中

に、諸文化の共生を見いだすことができる。

�．イングランド修道士たちとの出会い
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1079 年、アンセルムスは、イングランドを訪れる。それは、彼にとって「言葉の通じない、粗野な人々」

（barbari）37の住む国、異文化の世界であった。この訪問の目的は、イングランドにあるベック修道院の所領を視

察するとともに、かつての師ランフランクスに会うために、カンタベリーを訪問することであった。そこで彼は、

クライスト･チャーチの修道士たちに講話を行なう。「それは、他者に対して愛を抱く人は、その愛が与えられる人

よりも、より大なる何かを所有することを、理性的に明らかにするものであった」38。エアドメルスは、『アンセル

ムス伝』においてこのように述べ、講話の内容を紹介し、さらに「（アンセルムスは）、日々、礼拝堂や修道院で、

修道士たちの生活と慣習について、その時まで彼らがまったく知らなかったすばらしいことを、彼らの前で理路整

然と雄弁に語った。その他の時には、より深い知性をもった者たちと個人的に語り合い、聖なる書物と世俗の書物

について含蓄のある問題を提示し、その答を示した」39と記す。

エアドメルスをはじめイングランドの修道士たちの心を惹きつけ、捉えたのは、アンセルムスの愛に関する講話

にしても、また修道生活と慣習、聖俗の書物に関しても、それを彼が理性的に語ったことである。エアドメルス

は、修道生活と慣習についてアンセルムスが語ったことは、イングランド修道士たちがそれまでまったく知らな

かったことだったと述べているが、この点については説明を要するだろう。

1066 年、ノルマンディー公ウィリアム（1027頃-87 年）は、ヘースティングスの戦いでハロルド 2 世を打ち破

り、イングランド王に即位する。アングロ･サクソン王朝が滅び、ノルマン王朝が開かれるのである。征服王ウィ

リアムは、政治、経済、文化、教会、修道院などさまざまな面で大陸との繋がりを強化する。ノルマンディーの

カーン修道院長だったランフランクスをカンタベリー大司教として招聘し、また彼と共にベック、カーンの修道士

たちがイングランドに渡ったのも、こうした政策の一環である。カンタベリーに到着したランフランクスの目に

は、アングロ・サクソン時代の教会・修道院の伝統に固執する修道士たちの姿が、荒廃・堕落したものに見え

た 40。彼は改革に着手する 41。教会堂を再建し、図書館の蔵書を充実させ、修道生活のためには大陸（クリュ

ニー）の修道院慣習に従った新しい慣習律を執筆する 42。また典礼においても、アングロ･サクソン時代の聖人た

ちの祝日を教会暦から排除する。ランフランクスおよびノルマンディー修道士たちとイングランド修道士たちとの

対立、ノルマンディー修道制とアングロ･サクソン修道制の対立が影に日向に生じたことは、言うまでもない。む

ろん、アンセルムスはそうした事情を知っており、彼がイングランドを訪問した時期も、それは変わらなかった。

イングランドの修道士たちは、アンセルムスの口をとおして、それまで征服者の側から無理やり押し付けられてい

た修道生活・慣習に関して、はじめて理路整然とした納得のできる説明を受けることができたのである。エアドメ

ルスの報告は、その感動を伝えたものと言うことができる。

アンセルムスが語ったのは、カンタベリーの修道士たちだけではない。彼は、他の修道院の修道士、修道女、聖

職者さらに貴族たちも訪問する。そして「それぞれの習慣を、罪を犯さない限り受け容れ」また「彼の教え方は、

他の人々とは遥かに異なり、どれも親しみやすく、分かりやすい例を示し、しかも確固とした理性の証言によって

支えられ、曖昧さがまったくなく、聴く者たちの心に残るものだった」43とエアドメルスは記す。

アンセルムスは、ノルマン修道制を理性的に説明し、それによってイングランドの修道士たちを納得させただけ

ではない。彼は同時に、アングロ・サクソンの修道院、教会、諸侯の慣習、要するにアングロ・サクソンの文化的

伝統をも受け入れたのである。

（�）聖エルフェグス/アルフヘアに関するランフランクスとの対話

この点を、エアドメルスが報告する別の事例からも見ることにしよう。それは、アングロ･サクソン時代のカン

タベリー大司教エルフェグス/アルフヘア（Ælfgeus/ Ælfheah 1012歿）44に関するランフランクスとアンセルムス

の対話である 45。エルフェグスは、デーン人の侵入の際に捕らえられるが、貧しい人々から取り立てた金銭で莫大

な身代金の支払うことを拒否したために殺害される。イングランド人は、彼を聖人・殉教者とみなし、教会暦（4

月 19 日）の中に加える。ランフランクスは、エルフェグスの殉教者としての資格に疑問を抱く。彼が、キリスト

のためではなく、身代金の支払いを拒否したために殺害されたからである。この疑問にアンセルムスは答える。確

かに、エルフェグスの死の直接の原因は、キリストを否定することを拒否したことではなく、自分の民から奪った

金銭で身代金を支払うことを拒否したことにある。この時、彼の胸中にあったのは、正義を守ろうとする意志であ
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り、彼はこの正義のゆえに殺害されたのである。そして、エルフェグスの死は正義のゆえであるから、殉教者とし

ての資格があると言う。その理由は以下のとおりである。教会は洗礼者ヨハネを殉教者の頭として崇敬する。だ

が、彼は、キリストを否定することを拒否したからではなく、真理に口をつぐむことを望まなかったために、つま

り、真理のために殺害されたのである。ところで、聖書が語るとおり、キリストは真理でもあり、また正義でもあ

る。それゆえ、真理のために死ぬことはキリストのために死ぬことであり、同じく正義のために死ぬことはキリス

トのために死ぬことである。それゆえ、エルフェグスは殉教者とみなされるのである。ランフランクスは、アンセ

ルムスの論証を受け入れる。

ランフランクスが、正義と真理の同一性に基づくアンセルムスの論証を受け入れざるをえなかったことには理由

がある。かつてランフランクスは、「ローマの信徒への手紙」3章 4-10節の註解において、正義と真理とを同一視

することによって、この難解な箇所を説明したからである 46。このランフランクスの註解が、アンセルムスにとっ

て思索の重要な材料を提供したことは疑いない。その思索の一つの成果が、エルフェグスに関する論証となったと

も考えられる。イングランドから帰国した後、アンセルムスは、『真理について』を執筆し（1080-1086 年頃）、そ

こにおいて「正さ」（rectitudo）という概念を媒介として、真理と正義を定義することになる 47。その第 V章で行

為の真理について論じる際、「ヨハネによる福音書」三章 13節の「真理を行なう者は光を憎む」という言葉を取り

上げ、「正義のために迫害を受ける者は･･･真理あるいは光のうちに含まれている」48と述べているが、このエル

フェグスに関するランフランクスとの対話が念頭にあったかもしれない。

しかし、ここで何よりも強調すべきことは、アンセルムスの理性的な論証が、聖人エルフェグスの崇敬

（cultus）・祝日というイングランド教会・修道院の典礼文化の伝統を断絶から救った、ということである 49。エア

ドメルスの報告によると、「（ランフランクスは）エルフェグスの生涯と受難の歴史を慎重に調べて書き記すように

命じた。この歴史は、彼の命令によって、読むための平明な散文としてだけでなく、歌うための旋律をつけた歌と

して、カンタベリー教会の修道士であった故オスベルヌスによって立派に書き記された」50とある。ここで述べら

れているオスベルヌスは、上述のオスベルヌスとは別人だが、やはり、ベックでアンセルムスの薫陶を受けた修道

士だったことも付け加えておくべきだろう 51。

友愛について述べたところで、死者との「共生」の場としての典礼ということを述べたが、ここでは、この死者

との「共生」がなされる、典礼の伝統、典礼文化の「共生」が理性と寛容の精神によって達成された、とみなすこ

とができよう。

カンタベリー大司教となってからのアンセルムスの重要な責任は、アングロ・サクソン時代の教会と修道院の伝

統、教皇グレゴリウス七世によって着手された改革運動、そしてノルマン修道制の伝統をいかにして調和させてい

くかにあった、といっても過言ではない。しかし、それらについて、もはや詳論する余裕はない。

結 語

以上、アンセルムスの思想における、神と人、自然と人、人と人そして諸文化の「共生」ということを考えてみ

た。それぞれの場面で、典礼が「共生」の場として登場してくることは、あるいは奇異に思われるかもしれない。

しかし、アンセルムスの生活と思想が神を求め、神と共に生きることを中心とするならば、それが最も具体的に遂

行されるのが、神との出会いの場である典礼なのである。そして、修道院的な霊性と神学の稀有な綜合こそが、ア

ンセルムスの達成したことであった。
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プラセボ効果は心身因果関係の理解を変えるか
1

石田 安実

（要約）

偽薬や真正ではない医学的処置が患者に与えられるとき、薬理作用や真正な医学的生理学的効果がないはずであ

るにもかかわらず、患者や被験者に治療的効果が現れることを「プラセボ効果」とよぶ。この効果は「心的なも

の」から「身体的なもの」への作用──現代物理学や医学の視点（物理主義）に背く作用であり、心身二元論の根

拠とみなされることがある。H・ブローディは、「プラセボ効果」の興味深い解釈を提示し、プラセボによって患

者等の側の「条件づけ」や「期待感」によってある「意味づけ」がなされ、それが身体的な変化を引き起こすと

し、プラセボ効果は認識的かつ身体的な「反応」であるとした。この解釈を用いると、現代の物理主義の枠内でプ

ラセボ効果が理解できることを示すことができる。代替医療もふくめて、プラセボ効果が必ずしも心身二元論や

「心から体への因果関係」を導くものではないことが示される。

Keywords：プラセボ効果、代替医療、心身関係、物理主義、因果関係

序

本来薬効をもたない偽薬を、患者にと偽って投与すると、ある種の医学的生理学的な改善がみられることがあ

る。この効果を「プラセボ効果」とよぶが、投与されたのが真正な薬でないのにもかかわらず何らかの反応を引き

起こしたとすると、その反応の原因は投与された薬以外のものと見るべきであり、だとするとそれを投与されたと

いう意識や認識以外に根拠を見つけるのは難しいように思われる。その効果は以下に見るように普遍的に起こるも

のではないが、もしそれが事実であれば、意識や信念のレベルの変化が医学的生理学的な変化を身体に引き起こし

たということができるだろう。

医学をふくむ現代の科学の暗黙の前提は、（身体的肉体的なものをふくむ）物理的な変化はやはり（身体的肉体

的なものをふくむ）物理的な出来事を原因として起こるという物理主義的な図式である。しかし、プラセボ効果が

起こるとき、明らかに薬理効果にない偽薬を飲んだのにもかかわらず、「薬を飲んだ」という意識や信念だけで身

体的な変化を引き起こす──それは、意識から身体への作用（因果作用）とみなすことが可能なようにみえるが、

だとすれば、それは上記の科学の前提を覆すという論理的帰結を持つであろう。プラセボ効果のこのような意義に

基づき、そこから、現代科学の物理主義的な図式を批判したり、哲学的な伝統的二元論を支持したりという動きが

出てくる。

本稿は、このプラセボ効果は、ある解釈にもとづけば、必ずしも物理主義的な図式に背くものではないこと、つ

まり物理主義的な因果関係理解の範囲内でとらえることも可能であることを示そうとするものである。哲学的な目

標とすれば、それは遠大なものではない。しかし、そうした理解は、代替医療を用いるのに妙な二元論を主張する

必要はないことを論理的に含んでいる。それを「プラセボ効果」を用いて示すのが、本稿の副次的な目的である。
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�．代替医療と「プラセボ効果」

近年、鍼治療、カイロプラクティック、アロマテラピーなどのいわゆる補完代替医療は、西洋医学で治療しえな

い疾病や不健康状態を補完し、時には“治療”するものとして注目を浴びている。そうした代替医療の評価はさま

ざまであると言われている。しかも、その効果や意義の評価を難しくしているのが、いわゆるプラセボ効果であ

る。西洋医学からみればたとえ医学的効果に疑問がもたれる代替医療でも患者にあるポジティブな結果をもたらす

ことがあるが、それはプラセボ効果のせいだという解釈がある。

代替医療にプラセボ効果はつきものであり、それが代替医療の評価を難しくしているが、これら二つはたがいに

独立した概念であることを確認しておく必要があろう。アメリカの国立補完代替医療センター（National Center

for Complementary and Alternative Medicine）は、そのウェブサイトでも、代替医療の効果を認めるのにプラセ

ボ効果の影響を排除しないと述べているが、それはこれら二つの概念が互いに独立であることの証左であろう。つ

まり、現代の代替医療は、プラセボ効果的な側面を取り込むことで西洋医学に対する存在意義を確立しようとして

いるといえる。一方、西洋医学はプラセボ効果の科学的説明には消極的であり、したがってその治療では中心的な

位置を持たせようとしない。プラセボ効果が存在するとすれば、西洋医学では説明しない（できない）方法を取り

込むのにより積極的な代替医療がプラセボ効果に目をつけるのは自然ではある。ただし、代替医療が自らを体系化

し、基準を明確にしようとすれば、普
﹅

遍
﹅

的
﹅

に
﹅

は
﹅

起
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﹅

プラセボ効果というものを、どのように「医療手段」の

なかに説得的な形で取り込むかは大きな課題であろう。

�．「プラセボ効果」とは

「プラセボ（placebo）」という言葉は、もともと「人を喜ばす」という意のラテン語である。薬効はないが、正

確な医学的治療法が見いだせない患者に与える偽薬などとして利用されてきた。患者に真正な治療の必要性を示す

徴候が見られないとき、薬をほしがる患者を満足させるため、あるいは暗示的効果を期待して、本当の薬に似た形

状の不活性物質（砂糖錠など）を用いることもあったようだ。薬理作用のないこの物質を「プラセボ」と呼ぶ。し

かし、一般には、臨床医学において薬物の効力をテスト・検証する際に、対照薬として、薬効を検討する薬物と外

観的な形・大きさ・色をはじめ、味・臭いなどもまったく同じように作られた物質がプラセボとして用いられる

（テストされるべき薬物の効果を判定するこの方法は、二重盲検法で行われる）。対照薬のプラセボでも効果が現れ

ることがあることが、問題視される。

薬効がないはずのプラセボを与えた結果おこる身体的生理学的効果、非特異的効果を「プラセボ効果」という。

心理的または精神生理学的な反応が多く、あるプラセボを用いれば必ず特定のプラセボ効果が期待できるわけでも

ないので、効果の出現は確率的であるというのが通説である。プラセボ効果を最初に調査結果として発表した麻酔

実験学者ヘンリー・ビーチャーは、その効果が現れたのは 1082人中の 35％であるとした［Beecher 1955］（この

決して高くない率ゆえに、何人かの論者は、それはプラセボ効果を支持するのに十分な証拠とを言えないと批判し

た）。なぜこうした効果が表れるのかについての医学的生理学的に完全な説明は、いまのところ存在しないとされ

る。

プラセボとして理解されうるのは、偽薬のように直接体内に入るものばかりではない。医者であり倫理学者であ

るハワード・ブローディは、偽薬以外でプラセボ効果をもつさまざまな興味深いケースを引用している［Brody

2000、同書の引用ページは翻訳書から］。

・ベネズエラの医師カステス博士のチームは、喘息薬にある「条件づけ」を行うと、その「条件」だけで薬効が

現れるかどうかを調べようと考えた。そこで、喘息を持つ 42人の子供を対象に、15 日間の実験を行った。条

件づけられるグループの子供たちは、�日�回、目盛り付き吸入器で一般的な喘息薬の投与を受けると同時

に、条件刺激としてバニラの香りをかがされた。もう一方のグループの子供たちは、条件づけが起こらないよ

うに、バニラの香りと薬を時間差をおいて別々に与えられた。15 日後、条件づけられたグループの子供たち
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は、薬なしでバニラの香りをかがされると肺の機能が改善した。平均で、真正な薬を与えられたグループの�

分の�程度の改善を示した。この実験で、カステス博士たちは、条件刺激の役割を果たすのは、バニラの香り

だけではなく、目盛り付きの吸入器そのものも含まれることを発見した。同じ器具を使って、薬の代わりに水

を入れたとしても、その蒸気だけで子供たちの肺の機能を改善することを見出したのである（この場合も、真

正な薬を与えられた時のおよそ�分の�であった）［Brody 2000：112-3］。

・子供が切り傷を作ると、母親は子供にバンドエイドをはる。多くの場合、切り傷の治癒や痛みがなくなるの

は、バンドエイドによってではなく、自然治癒力によってである。にもかかわらず、子供はバンドエイドが痛

みを即座に失くしてくれると感じる。この場合、バンドエイドをはるのは、これまでいつもしてくれた人でな

くてはならない［Brody 2000：113］。

・1960 年代、ハーバード大学のエグバート博士のチームは、患部に大手術を受けることになっている 97 人の患

者を選び、�つのグループに分けた。最初のグループの患者は、通常どおり、手術前に麻酔医によって簡単な

病歴のチェックと医学的な診察を受けた。もう一つのグループの患者は、通常の手続きに加えて、麻酔医から

手術後の痛みについてかなり時間をかけて詳しく説明を受けた。麻酔医はこんな風な説明を行った。「ご存じ

だと思いますが、手術の後は痛みがあります。ぜひ言っておきたいのですが、痛みがあるのは正常なことで、

あなたが受ける手術なら当然予想されることです。痛みを軽くするためには、できることがいくつかありま

す」と言って、可能な対処法のリストを手渡し、「鎮痛剤が必要だと思ったら、遠慮なく言ってください。こ

この看護師たちはいつもあなたに気を配っていますし、痛みがひどいから何とかしてほしいと言えば、すぐに

対応します」と付け加えた。結果は驚くべきもので、懇切丁寧な説明と対処の可能性を示された後者のグルー

プに処方された鎮痛剤はもう一方のグループの半分であり、彼らが退院したのは平均で二日も早かった。チー

ムの医師たちは「プラセボなしのプラセボ効果」を起こしたと主張した［Brody 2000：129-30］。

ブローディの著作には、これに類する無数のケースが報告されている。必ずしも偽薬の投与で起こるのではない

こうしたケースを、どう解釈すべきだろうか。プラセボという名を広めたのは上記のビーチャーだが、しかしプラ

セボ効果の定義として広く引用されるものはヴォルフのものである［Wolf 1959：689］。それによれば、プラセボ

効果とは「ある錠剤、飲み薬、あるいは手続きの結果起こるが、その薬効学上の、または特定の性質に起因しない

あらゆる効果」を指すとする。アメリカの国立補完代替医薬センターは、さらに一歩踏み込んだ解釈をしている。

その解釈によれば、プラセボ効果とは、「たとえば錠剤、飲み薬、注射などの医療的介入が助けになるだろうとい

う人の期
﹅

待
﹅

（予
﹅

想
﹅

）から生じる、健康への有益な結果であり、臨床医が患者と話し合うその仕方も、特定の治療と

は独立に良い反
﹅

応
﹅

を引き起こすこともありうる」とする（強調は引用者）2。

プラセボ効果が患者や被験者の心理的な要素を考慮した「反応」であるという見方は、近年、増えてきている。

代替医療の中心的論者アンドルー・ワイルは、「好結果はニセ薬の効果ではなく、それを服用した患者の反応であ

る。正しくは『プラセボ反応』と呼ばれるべきである」と述べる［Weil 1988：277、引用ページは翻訳書から］。

デイヴィッド・モールマンは、プラセボ効果では単に患者が騙されたのではなく、患者が意味ある出来事に応答し

「意味づけする反応（meaning response）」を作り出しているとする［Moerman 2002］。「期待」「反応」「意味づ

け」──こうしたことがそろって、プラセボ効果が現れるとする見解が支配的になりつつあるようだ（したがっ

て、以下ではプラセボ「効果」ではなくプラセボ「反応」と呼ぶことにする）。これらの点を整合的にとらえるこ

とはできるだろうか。

この点に関するブローディの解釈は非常に興味深い。ブローディによれば、「期待」や「条件づけ」の重要性を

示す例として次のものを挙げる。

・1950 年代のこと、ライトという名の患者は悪性リンパ腫にかかっており、医師が触れて簡単にわかるほど大

きな腫瘍が全身にできていた。その当時、ある医師グループがクレビオゼンという癌に対する新薬の化学処方

を研究していた。ライトの癌はかなり進行していたが、医師は彼にも与えることにした。そこで奇跡が起き

た。ライトは体重が増え、はた目にも良くなり、腫瘍そのものも急激に縮小して触れてもほとんど判らなく

なった。しかし、新聞が「クレビオゼンは期待されたほどの大発見ではない」と否定的に報じるやいなや、ラ

イトはすっかり意気消沈し、体重も減り、腫瘍はまた大きくなった。医師たちは、投薬に対するライトの反応
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には暗示の力が大きく影響していると考えた。そこで、医師たちはライトに、「前回この病院に届けられたク

レビオゼンは比較的効果の弱いものだった。研究所は問題点を改善し、もうじきもっと強力な新薬を送ってく

る」と告げた。そうやってライトの希望をかきたてておいて、新しい薬がついに届いたと告げ、ライトに注射

した。ただし、その中身は無菌水であった。ただの水を注射されただけなのに、ライトは前回と同じく、劇的

な回復をとげた。回復は続いたが、またしても新聞が「米国医師会は、クレビオゼンが癌にまったく効かない

と報告した」と報じると、ライトは再び衰弱し始め、腫瘍は巨大化し、その後まもなく亡くなった［Brody

2000：14-5］。

・ロチェスター大学のエイダーは、11歳のときに重い全身性エリスマトーデスにかかった 10 代の少女ルースを

治療していた。ルースはこの深刻な自己免疫疾患のせいで、発病後�年後には腎臓の機能不全、高血圧、出血

に苦しむことになった。医師たちは、ルースの活発すぎる免疫系の活動を抑制するため、すぐにもシクロホス

ファミドという強力な免疫抑制剤を投与する必要があると判断した。ただ、シクロホスファミドには強い副作

用があった。

ルースの母は心理学者で、ラットを使ったシクロホスファミドの実験を知っていた。その実験では、ラット

はシクロホスファミドとともに、無害だが強い特徴を持つ物質を投与され、その後、この無害な物質だけを与

えられると、ラットの体がシクロホスファミドを投与されたときと同じ反応を示したのである。ルースの母

は、同じ方法でルースが投与されるシクロホスファミドの量を減らせるのではないか、そうすればシクロホス

ファミドの有害な副作用を低減できるのではないか、と考えた。医師たちも賛成し、シクロホスファミドと、

二つの強烈な特徴を持つ物質──肝油と強いバラの香水──を組み合わせることにした。

最初の�ヶ月間、月に一度の治療のたびに、ルースは処方通りの量のシクロホスファミドと肝油を与えら

れ、そしてバラの香水をかがされた。その後の月�回の治療では、肝油とバラの香水はそのままだったが、薬

そのものは�回に�回しか投与されなかった。�年を通してみれば、ルースはシクロホスファミドを通常の半

分の量しか投与されなかったことになる。しかしそれでも、治療の成果は目覚ましく、ルースの症状は治まっ

たのである［Brody 2000：16-7］。

これらの事例では、「期待」や「条件づけ」がきわめて重要な役割していることに注目すべきだろう。こうした

「期待」や「条件づけ」は、どのようにして「反応」になるのだろうか。ブローディによれば、プラセボ反応とは、

「周囲からの治療的な信号に対する体の反応であり、その信号は心を通して作用する」［Brody 2000：21］。この

「治療的な信号」という句を、ブローディは「シンボル」という観点を導入して理解する。ブローディの「プラセ

ボ反応」の定義は、以下のとおりである。

治療の場で、人がなんらかの出来事や物に付与したシンボルとしての意味が原因となって、からだ（あるいは

一体としての心とからだ）に起こる変化とする［Brody 2000：24］。

単語、記号、絵、動作などのシンボルとしての機能とは、それらが他のものを指示したり考えさせたりする作用

をいう。別の個所でブローディは、あるものがそれより強力だったり大きかったりするものを表したり思い出させ

たりするとき、それを「シンボル」と呼ぶ（たとえば、国旗は愛国心のシンボル）としている［Brody 2000：

22］。こういう記号的な意味での「シンボル」は、その背後に知識や信念のネットワークを要求するであろう。「国

旗」が愛国心のシンボルであるためには、「国旗」が「愛国心」を鼓舞するのに使われる状況や出来事を見聞きし、

その事実についての知識や信念を持たなくてはならない。「鳩」が「平和」のシンボルと言うためには、「鳩」のイ

メージや図柄が「平和」を表現するという知識や信念を持ち、それらの信念や知識は「ハト派」や「タカ派」、ま

た最近見たそれらの具体例（たとえば、どこぞの政治家）についての知識や信念などと（意味的な）つながりを持

ち、一種のネットワークを作らなくてはならないだろう。知識や信念は単独で存在するのではなく、つねに他の知

識や信念と関係しネットワークを作っている。これは認識の話であるが、この知識や信念に関する「全体論的な見

方」は、認識論では常識とされる。そのようなネットワークは、患者側の過去の経験に基づく「条件づけ」と、そ

うした条件づけに基づく「期待」や「予想」に容易に連なるはずである。だとすれば、どのような偽薬や作用も、

それなりの条件（経験に基づくネットワークと条件づけと期待）を満たせばシンボル性を帯び、プラセボ反応を引

き起こす可能性を持つことになる。

142 プラセボ効果は心身因果関係の理解を変えるか



もちろん、シンボル性を帯びさえすれば、これまで見たような砂糖剤や無菌水の注射といった「偽薬」や「偽り

の作用」だけでなく、真正な医学的処置もプラセボ反応をもつと理解すべきである。以下のブローディからの引用

は、それを明示する。

プラセボ反応は、シンボルや信号など普通なら体に影響しないものだけが起こすわけではない。たとえば錠

剤、注射、外科的処置なども、従来の生物医学的な理論に沿った方法で人体に直接的に作用しながら、同時に

プラセボ反応を呼びおこすシンボルとして働くこともある［Brody 2000：25］。

ここでは、従来の生物医学的な理論にかなった方法にもプラセボ反応が認められている。したがって、ブロー

ディが「プラセボ反応」として理解するものは通常理解されるよりもきわめて広範囲ものだという批判を受けるか

もしれない。しかし、それは、従来の生物医学的な処置が本来狙っている効果でないものを引き起こしたとき、あ

るいは本来想定されない仕方でその効果が現れるとき、それが医学的にどう説明されるべきかという問題を引き受

ける役目を持つだろう。その意味では、ブローディの「プラセボ反応」の使い方は、おかしいものではない。

プラセボがまず認識上の反応を引き起こすのであれば、ブローディにとってのプラセボ効果（反応）は、まずは

患者・被験者の側の「理解の仕方」や「意味づけ」や「考え方」の問題であることが理解できる。しかし、その

「意味づけ」や「考え方」がどう身体に作用するのだろうか。その問いに対するブローディの回答は、次のような

ものである。ここには、意識と脳の関係（心と体の関係）に関して多分にあやしげな仮説も含まれている。しか

し、大変示唆的な解釈であり、同時に、ある意味で現代の医学や科学に対しての課題も示している。その解釈によ

れば、たとえばプラセボ錠剤を飲んでプラセボ反応が起こるとき、患者の意識や考え方が影響され、以下のような

現象が起きるとする。

（�）（プラセボ錠剤を飲むことで）患者の考え方が変われば、脳内の化学作用も変化を受ける。意識と脳の

化学作用には相互関係があるからだ。

（�）脳内の化学作用が変化すれば、脳と身体の他の部分をつなぐ生化学的経路も変化する可能性がある。

（�）脳と身体をつなぐ経路に変化が起これば、それらの経路の影響を受ける身体の組織も変わる可能性があ

る。

（�）生化学的な影響を受けて身体の組織が変化すれば、治癒が起こるかもしれない。［Brody 2000：160］

（�）の「意識と脳の化学作用には相互関係がある」という指摘は、プラセボ反応によって心身の相互関係を明ら

かにしようという観点からみれば、多分に論点先取な仮説であろう。しかも、ブローディ自身が自覚しているよう

に、この解釈にとっては、そのような「生化学的な経路」を特定できるのかがポイントであるが、「残念なことに

これまで私が取り上げてきた研究は、この生化学的経路を特定していないのだ。したがって意味づけやシンボル的

な意味づけについての理解と生化学とを直接結びつけるデータは事実上存在しない」［Brody 2000：160-1］。した

がって、この解釈は仮説の域を出ない。

しかしこの解釈は、以下に見るように、物理主義的な観点でプラセボ反応の理解するのを大いに助けてくれる。

ブローディ［Brody 2000］の解釈の興味深い点をまとめよう。第一に、プラシーボを「偽薬の効果」というだけ

でなく、体側（あるいは体と心）の「意味づけ反応」と捉える。 第二に、「意味づけ反応」が、体内に変化をもた

らし、その変化が「治癒」をもたらす。第三に、代替医療でも、「シンボルとしての作用」という観点から多くの

処置のプラセボ反応としての理解が可能かもしれない。ただし、（第四点として）、その変化のメカニスム（生化学

的経路）はまだ未解明である。

�．物理主義

周知のように、現代の英米哲学ではデカルト以来の伝統的な心身二元論（実体的二元論）は影を潜め、二元論を

主張する場合でも、「心の性質」を強調する性質二元論が論じられる。「心の性質」の特殊性、特異性、または心身

因果における「心の性質」としての作用を否定する立場は、物質一元論と呼ばれる。この一元論は、現代では「物

理主義」あるいは「物理学主義」（physicalism）という形をとる。（以下の議論では、いわゆる「心」に一見した

ところ起こる出来事──究極的には物理的な現象であろうとも──を「心的なもの」や「心の性質」、物理的生物
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学的身体や肉体に起こる出来事を「物理的なもの」と表現する。）

物理主義は、理論的主張として二つの側面を持っている。それらを的確に表す定義を引用する。

存在するもの、出来事として起こるものすべては、究極的には、物理的（物理学的）（physical）な存在物

（entity）から構成されると主張する立場。存在するもの、起こるものすべては、物理学の言語で完全に記述

しうる、と主張することもある［Audi 1995：617］。

すなわち、物理主義には、存在論的な主張（「この世の構成物は、究極的には物理的なものである」）と、説明に

関する主張（「この世に存在するもの、起こるものすべては、物理学の言語で完全に記述しうる」）の二つの考えが

含まれている。こうした物理主義の理解から出てくる論理的帰結は、（デカルトがいう意味での）心的な実体の存

在の否定（したがってデカルト的二元論の否定）や非物理的なものの否定（この場合は、デカルトの「実体」より

もさらに広く「性質」もふくむ）である 3。さらに、物理主義はこの世の出来事の起こり方について積極的な主張

もする。それは、この世界は「因果的に閉じている」という主張である（その考えは「因果的な閉鎖性」と表現さ

れる）。

この「因果的な閉鎖性」の解釈はいくつかあるが、まず物理的な出来事に関してその原因の特徴を指摘する解釈

である。

いかなる物理的出来事でも、何かの原因を有するとすれば、それは物理的な原因を有する

という考えであり、それがわれわれの世界を解釈する原理だとする（「物理的なものに関する因果的閉鎖性」原則

（The“Causal Closure of the Physical”Principle）と呼ばれる）［参考 Kim 2010：112-3］。これが意味するのは、

ある出来事（もちろんそれは物理的である）の因果関係をさかのぼっていくと必ず物理的なものにたどり着くとい

うことであるが、しかしこの原理は、物理的なもの以外の原因があること、つまり、二元論的な他の原因（たとえ

ば、天使や魔術のようなマジカルな存在や作用が原因になること）が同時に作用する可能性を論理的に排除できな

い。すなわち、この原理は物理的なものの領野に関して「完全な閉鎖性」を保証しない。そこで、より強い「物理

的なものに関する因果的閉鎖性」原則として、

いかなる物理的出来事でも、それは物理的な原因の
﹅

み
﹅

を有する

などが主張される。現代の物理主義は、このより強い閉鎖性原則を採用することが多いが、科学や医学の実践者

（科学者や医療従事者）も同様であろう。たとえば病気の原因として魔術的影響をあげる（西洋医学の）医師は、

あまり信用されないはずである。

より強い閉鎖性原則は、心身関係についてどのような意味を持つのだろうか。それは、いかなる因果関係につい

ても「物理的に閉じている」ことを主張するから、「心的なもの」から「物理的なもの」への因果性はあり得ない

ことを、論理的に含んでいる。それを図で表せば、次のようになろう。M1、M2 は「心的なもの」、P1、P2 は

「物理的なもの」を指す。

M１      M２ 
｜              ｜ 
｜ ｜ 
P１  P２ 
×

「心的なもの」から「物理的なもの」への因果的有効性（これを、心身問題の議論では、「下方因果」とよぶ）を

主張すれば、二元論になる 4。もちろん、物理主義では因果作用をするのは「物理的なもの」だけであるから、下

方因果は否定される（図では、それを示すため、大きな矢印にバツがついている）。また、物理主義の隠れた考え

方として、一般的に、ある出来事が過剰に因果決定されることを否定する、というのがある。ある人が、拳銃で撃

たれ、ほぼ同時にナイフで刺されたとしても、その人が「死んだこと」の原因は、致命的な個所に拳銃の弾が当

たったことかナイフが刺さったことのどちらかであり、両方ともに原因であるとは通常見なさない。そのように、

物理的な因果は通常、一つの道筋だけで捉えられる。両方とも原因だという理解（上の図でいえば、（P2 が、M1

と P1 の両方から因果的に決定されるという理解）を「過剰（因果）決定」というが、物理主義は過剰決定を否定

する。
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�．物理主義から見た「プラセボ反応」

上記のような物理主義の理解をプラセボ反応に当てはめると、どのようになるだろうか。意識や信念のレベル

（心のレベル）でおこる（条件づけや期待をふくむ）プラセボへの意識的な反応を「PR」、プラセボ反応の結果と

して治癒されたと感じることを「X」、その治癒の物理的根拠（基盤）として起こる身体的生理学的反応を「Y」、

Xと Yの間にあるはずのある種の生化学的な感覚生成のメカニスムを「 a」と表現すると、プラセボ反応の仕組

みは、以下のような図で表されるであろう。プラセボ反応が起こるとき、身体の側で何が起こるか（ブローディの

言葉でいえば「生化学的経路」）は、ブローディが指摘したように未知のまま（ブラックボックス）である。重要

なことは、プラセボ反応に欠くことができない要素として「意味づけ」が行われ、それが物理身体的なレベルでも

変化（それがまだ未知のものであろうと）を引き起こすということである。

プラセボ効果やプラセボ反応として理解される事柄は、「プラセボへの意識的な反応」から「プラセボ反応の結

果得られる治癒感」へのつながり、すなわち

PR ��� X

である。治癒感の発現が正常に行われること、つまり正常な身体を前提にすれば、「プラセボ反応の結果得られる

治癒感」は、科学的知見を受け入れる者ならば当然、その治癒の物理的根拠として身体的生理学的反応が起こるこ

と（ aの関係があること）も前提とするから、PRは（正常な身体であれば）「身体的生理学的反応」も引き起こ

すことになる。すなわち、プラセボ反応では、同時に

PR ��� Y

の関係も成立する。これは、上で指摘した「下方因果」であるが、これをもって「心的なもの」の因果的有効性や

重要な特性としての存在意義を主張すれば二元論の論拠になる。つまり、「PR ��� Y」が起こりうるという

プラセボ反応の理解は、二元論を支持する根拠になるはずである。

これに対して、物理主義者は何と応えるであろうか。それを、物理主義による「行為と欲求」の関係についての

説明を参考にして考えてみよう。たとえば、部屋が暗くて本が読めないので明るくしたいという「欲求」を考え

る。その欲求があるとき、身体（おもに脳内であろう）で起こっている事柄は、上記のプラセボ反応と同じく「ブ

ラックボックス」と考える。この欲求を持ち、行動を起こすのに問題がなければ、部屋の灯りのスイッチを押す

（Y）ことになる（厳密には、行動を起こすのに問題がないだけではなく、今自分がどの部屋にいるかの知識、部

屋の灯りのスイッチがどこにあるかの知識、スイッチが壊れていないはずだという記憶、自分の視覚に異常はない

はずだという信念などさまざまな認識がネットワークのように関係しているはずであるが、今は話を簡単にするた

めに、このように表現する）。「灯りのスイッチ」と「天井の灯り」の間の配線などに異常がなければ、すなわち正

常な関係（R）にあれば、スイッチを押した結果、灯りが点いて本がよく読めるということ（欲求の充足感）（X）

が引き起こされる。
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ここで起こる因果関係を指摘しよう。最初にあった欲求の結果、行動を起こして灯りが点くことによる充足感を

得ることができるから、

欲求 ��� X

の因果関係が成立する。しかし、これが成立したのは、欲求が（正確には、欲求を抱いた当人が）スイッチが ON

になることを引き起こす、つまりスイッチを ONにしたからであって、その時は

欲求 ��� Y

の因果関係も成立している。第一の因果関係が成立するためには、スイッチと灯りの配線に問題がなく正常（関係

Rが成立）でなくては（さらにいえば、灯りが点いたときにその変化を私が正常に知覚でなくては）ならない。そ

のような条件が成り立っているときのみ、第一の因果関係は第二の因果関係と共存しうる。

「欲求」から「Y」への因果関係は「下方因果」ではないのだろうか。物理主義はそれに対する答えを用意して

いる。現在の科学的知見によれば、欲求は脳内で起こる出来事が物理的身体的基礎として引き起こされるとみなさ

れる。これは、欲求発生メカニスムについての純粋に物理主義的な理解である。前にブローディに従って述べたよ

うに、この「脳内で起こる出来事」が具体的に何であるかは、いまだ完全に知られてはおらず経験的な探求を待つ

事柄である。しかし、たとえその出来事の発生についての詳細なメカニスムがブラックボックスであろうと、それ

が生化学的な（物理的な）事象である限り、物理主義的な枠組みの変更は必要ないのである。一方、物理的身体的

基礎であるこの「脳内の出来事」が「部屋の灯りのスイッチを押す」（Y）という行為を引き起こすことも、「物理

的なもの」が「物理的なもの」を引き起こすという物理主義の中心的主張「因果的閉鎖性」で説明できる（たとえ

ば、脳の行動領野から電気信号が送られ……云々）。したがって、「Y」が引き起こされることは物理主義的な枠組

みで十分整合的に説明されうることになる。だとすると、「Y」を説明するのに「欲求」からの「下方因果」は不

要であることになろう。もちろん、それでも「下方因果」があると主張することはできるが、その場合は、「Y」

が（「欲求」と「脳内出来事」の双方から）過剰決定され、そうすると、われわれは物理主義の枠内で過剰決定を

どうするか、という問題に直面することになる（過剰決定の問題は後述する）。

こうした物理主義的な理解を前述のプラセボ反応の図式に当てはめると、われわれの問題は解決される。前に指

摘したように、プラセボ反応にとって、意味づけの結果として物理的身体的なレベルで変化が起こることは、（た

とえその生化学的メカニスムが未解明であろうと）重要なことであった。ここに物理主義の「因果的閉鎖性」の考

えを適用すれば、その物理的身体的なレベルでの変化が、プラセボ反応による治癒の物理的基盤として起こる身体

的生理学的反応（Y）を引き起こすと見ることができる（次の図を参照）。
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この物理主義的な理解にしたがえば、「下方因果」によって Yの成立を解釈する必要もなくなろう。行為の場面

と同じように過剰決定を主張することもできようが、そうすれば物理主義の枠内での理論的負担を増やすことにな

ろう（過剰決定のプラセボ反応に対する問題は、後述する）。また、治癒の物理的基盤としての身体的生理学的反

応（Y）をこのように物理因果的に説明してしまうと、プラセボ反応の結果で治癒されたと感じること（X）の成

立も、身体の正常な働き（ a）を前提として、物理主義的に説明できる。すなわち、「PR」が生じたとき「X」が

引き起こされるのは、「PR」に対応する物理的身体的なレベルでの変化（ブラックボックスA）が「Y」を物理的

因果関係で引き起こし、今度は、「Y」が（ aを前提として）身体的反応として「X」として現出したからである

と説明するのである。物理主義的理解は、プラセボ反応について一貫して整合的な説明を提示することができる。

本節では、物理主義の因果説明をプラセボ反応にも徹底させることができることを示した。結論として、プラセ

ボ反応の場合も、心的な反応が「下方因果」を引き起こすと見る必要はなく、物理的身体的な変化の枠内で理解す

ることができることが分かった。ただそれには、プラセボ反応の場面で患者・被験者の中に「意味づけ」が行わ

れ、それが物理身体的なレベルでの変化を引き起こす、というブローディの理解が前提になっている。その前提と

なる身体的メカニスムは、ブローディも認めるように、完全に実証されたわけではない。しかし、無数の「プラセ

ボ効果」「プラセボ反応」の事例が、偽薬にせよ何らかの作用にせよプラセボを受けた者の側に認識上の変化がま

ず起きることを指摘していることを考えれば、「条件づけ」や「期待」があることを前提にした認識上の変化を

「意味づけ」とよぶのは、単に言葉の遊びではない。確かに、「意味づけ」を踏まえたブローディのプラセボ反応の

理解は、偽薬や外科的処置のみならず、医者の患者への説明など、実に多様な処置や操作もふくんでしまい、ブ

ローディの定義がやや広くなりすぎる嫌いがある。日々の医療行為でプラセボ反応が起こらないほうが不思議だと

いう結果になってしまいそうである。一般に、広すぎる定義は、役には立たない。しかし、ここでの「プラセボ反

応」の定義が広くなるという可能性は、医療行為の中でプラセボ反応の可能性を見失わないようにせよとの警鐘と

理解することもできよう。

�．過剰決定ということについて

物理主義を踏まえたこれまでの議論では、ある出来事（前述の図式では Y）が過剰決定されることを否定して

きた。それは物理主義が当然排除すべきものとして論じてきた。たとえば単純な例として、ビリヤードのボールど

うしがぶつかって動く場合を考えよう。�番のボールに�番と�番が全く同
﹅

時
﹅

に
﹅

当
﹅

た
﹅

っ
﹅

て
﹅

�番が動いたとしよう。

この場合、�番のボールが動いた原因は�番と�番の二つのボールだ、つまり原因は二つだと言えるだろうか。こ

れは難しい問題であるが、一般的には、�番と�番の二つのボールが同
﹅

時
﹅

に
﹅

当
﹅

た
﹅

っ
﹅

て
﹅

�番のボールがある方向に転

がった（それは、�番と�番がそれぞれ独立に当たった場合とは違う方向のはずである）ならば、その�番のボー

ルの動きに対して�番と�番の衝突のそれぞれは「必要条件」であり、それらの必要条件が合わさって「十分条

件」を構成し、二つが同時に�番に当たって作り出したスピードと方向を生んだとみなす 5。

しかし、こうした分析は、複数の原因と主張されるものが同
﹅

じ
﹅

性
﹅

質
﹅

のものであるときである。�種類の因果関係

が過剰決定かどうかという判定や評価を受けるとき、それらの因果関係が全く性質の異なるものであれば、単純に

過剰因果で片づけることはできないのではなかろうか。前掲の図でいえば、「A」と「Y」の間には身体的なもの

（物理的なもの）どうしの間に成り立つ物理的因果関係が成立する一方で、「PR」と「Y」の間の関係が物
﹅

理
﹅

的
﹅

因

果関係ではないとすれば、「PR」と「Y」の間の“因果関係”を、過剰決定を理由に排除することはできないので

はなかろうか。

因果関係とは、出来事どうしの形而上学的な関係、つまり観察者の認識だけの問題ではなく、世界の側の事柄と

して捉えるべきだ、というのが現代英米哲学の多くの見方で強調されることである。（確かに、ヒュームが提出し

たような投影論的な考え方もあるが、それでは「相関」と「因果」の間にある決定的な違いを説明できなくなると

思われる。）しかし、そうした因果関係の理解は、ある事柄について複数の説明または記述の可能性があることを、

もちろん排除しない。なぜ昨日 Aさんが車を運転していたときにガードレールにぶつかったかを説明するのに、

「スピードを出しすぎて、カーブの手前で曲がりきれなかった」とも表現できるし、「ブレーキをちゃんとかけな
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かったため、カーブの手前でコントロールを失った」とも「ブレーキペダルを十分に正しく踏まなかったため、そ

の時カーブで起きていた加速状態から減速しそこなった」とも表現（記述）できる。出来事の記述には、常に複数

の可能性がある。

「ある物理状態（P1）が、物理状態（P2）を引き起こす」のと「心的なもの（M）が物理状態（P2）を引き起こ

す」という二つの因果関係が二つの別な記述であり、それゆえMの存在意義はあると主張することは理論的に不

可能ではない。「心的なもの」の存在意義を記述や説明の有効性に求める議論は、心身問題の分野でも、近年よく

みられるものである。たとえば、ブライアン・ロアはそのような立場をとる［Loar 1990］。脳神経倫理学の分野

でも、心理学的な説明と脳科学的な説明について、脳科学の厳密性を根拠に前者を後者に還元することだけを追求

するのではなく、心理学的説明の有効性を日々の研究における発展過程での重要性から引き出し、それら�種類の

説明の共存を主張する動きもある［Churchland 1986, Bickle 1998］。

「PRが Yを引き起こす」のと「（ブラックボックスの）Aが Yを引き起こす」という二つのシナリオが二つの

別な記述であるという見方は、実際的な利点もある。後者が科学的（医学的）に厳密な理解であり、前者は、その

理解と「プラセボを飲んだ」という事実の双方を簡略化または単純化して表現したと解することもできよう。後者

は医者や科学者が普通に採用し、前者は患者が多く用いる表現かもしれない。言葉遣いにおけるそうしたいわば

“分業”は、医者−患者間での病気や疾患の捉え方の違いに対応するものであろうし、それは、たとえば「医師の

枠組み」対「患者の枠組み」［磯辺 2011］や「説明モデル（explanatory model）」［Kleinman 1980］などの概念

で強調され議論されてきていることである。

代替医療が何を求めるかにもよるが、その効果を判定するのに、もし「心的なもの」に関する表現語彙（ボキャ

ブラリー）を用いることが避けられない、または欠くことができないとすれば（たとえば、アロマテラピーの精
﹅

神
﹅

に
﹅

対
﹅

す
﹅

る
﹅

影
﹅

響
﹅

を問題にするのには「心的なもの」への言及は避けられない）、心的なものをふくむ因果的なつなが

りは、むしろ必要な説明原理となるかもしれない。だが、本稿の議論が正しいとすれば、それは「下方因果」や心

身二元論を支持することにはつながらないのである。
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注

1 本稿は、2012 年 10月 30日、東洋大学・国際哲学研究センターでの発表原稿に基づいている。機会を提供してくださった国

際哲学研究センターの関係者各位、また、当日、貴重な質問をしてくださった方々に感謝したい。
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2 http://nccam.nih.gov/health/placebo

3 発表当日、参加者の先生から、インド哲学で理解される「因果性」をもとに、一元論と二元論の理解を原因と結果の関わり

方から捉えられるのではないかという指摘をいただいた。これは、英米哲学の前提とする因果関係理解を根本から変える見

方だと思われる。貴重な御指摘に感謝したい。

4 厳密には、因果的有効性が性質の存在理由となるという議論が必要だが、ここでは簡略に論じる。

5 いわゆる反事実条件文を用いた過剰決定の分析は、煩瑣になるのでここでは省く。
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『釈軌論』第�章経節（62)-(63）訳注

─多文化共生の基盤の構築に向けての「法を説き・法を聞く」こと─

堀内 俊郎

�．はじめに

多文化共生 1のためには、まず、お互いの話をよく聞きよく理解することが必要であることは言うまでもあるま

い。宗教間対話でもそうである。「棒にもよらず、剣にもよらず、このように会衆が実によく教導され 2」たと仏

典にあるように、釈尊の教化は、その人格的感化能力もあってのことであろうが、極めて説得力のある説法による

ものであったことが知られる。結果、多くの異教徒が自己の執する見解を捨て、釈尊のもとに集うこととなった。

これは共生や対話というよりも教化教導の例であるが、釈尊の説法は対機説法、聞き手に応じた巧みな話であった

とされ、説法に関する心うつエピソードがいくつも残されている。他方、教法を聞くということの重要性も、仏教

では聞・思・修（聞き、考え、繰り返し瞑想修習する）という「三学」が、その順序でもって修行の基本的システ

ムとなっていることから知られるとおりである。

そこで、法（このばあい「法」とは教法のこと）を説き、法を聞く態度が、釈尊在世当時から問題とされた。本

稿で取り上げる経文はそれを説いたものであるが、その他、『律』では「説法の行儀」が説かれており、病気では

ないのに日傘を差している者に法を説いてはならない、などといった規定がある 3。そのような行為は「無作法で

あり、法を尊重する気持ちに欠けると見る 4」からであるという。聞法・説法の行儀は、後代の大乗の論書におい

ても、「法師」の重要性も与ってのことか、体系化され、詳述されている。

本稿では、世親（ヴァスバンドゥ、Vasubandhu、400 年頃、インド）が仏教の経典解釈の方法を説き示した

『釈軌論』（Vyākhyāyukti、経典解釈方法論）の第
章から、法を説き、法を聞くことに関して説かれた経典の一

節に対して世親が註釈を施した箇所の訳注・テキスト校訂を行う。この箇所は、仏教の教えを説き、聞くという局

面に限らず、広く教師と生徒の関係を念頭においても示唆に富むと思われる。もって、話をし、話を聞くという局

面においての多文化共生への「思想」基盤、あるいはむしろ「実践」基盤構築への一資料として提供したいと思

う。また、本箇所を含む『釈軌論』第
章のほぼ全体が未だ現代語に翻訳されていない状況であることからする

と、その意味でも資料的価値もあろう。

�．『釈軌論』について

『釈軌論』の研究史については拙著（堀内［2009］）を参照されたいが、それに含みえなかったものを幾つか挙げ

ておきたい。

中御門［2008］と藤仲［2008］は、世親作とされる『仏随念広注』の訳注であるが、その解釈は『釈軌論』第


章の冒頭部でなされる「仏」に関する経典の文句の解釈にほぼ一致することが指摘されており、訳注が提供されて

いる。

チベット語訳で�章に分けられている『釈軌論』のうち、第�章全体を訳出した二つの博士論文が、相次いで提

出されている。『釈軌論』と『摂釈分』の関連は、古くは袴谷［1982］が示唆していたが、これらにより、その関

連が実証的に示されることとなった。Richard Nanceがシカゴ大学に提出（2004 年�月）した博士論文が、2012
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年に出版された（Nance［2012］）。『釈軌論』第�章の英訳に加え、『阿毘達磨雑集論』『摂釈分』の英訳も含む。

上野（人見）牧生が大谷大学に提出（2009年）した博士論文は、『釈軌論』の経典解釈法を関連文献との比較のも

とで解明し、『釈軌論』第�章の訳注も行ったもので、筆者は PDFを著者より提供いただいた。これは同章に多

数引用される経文の同定に際し最近年の阿含研究にも目を配って、適宜梵語想定を行うことにより Nanceよりも

正確な翻訳を提示しているにもかかわらず、残念ながら未刊である。しかし、その訳注篇の一部分を抜粋した訳注

が出ており（上野［2010］）、続編も出すようである 5。

次に、『釈軌論』のテキストについて述べておきたい。本論は、もとはサンスクリット（梵）語で書かれたのだ

が、オリジナルは現存せず、漢訳もなく、チベット語にのみ残る。李鍾徹（Lee, Jong Choel）によるテキスト校訂

（Lee［2001］）は全体にわたるチベット語テキスト校訂本である。これは初めての試みで自身の理解に基づいて概

ね妥当な科段分けをしており、裨益されるところが多い。ただ、誤植や内容理解の点で問題なしとしない。徳慧

（Gun. amati）による註釈書（VyYT）も適宜勘案し関連文献を精査した上での根本的なテキスト再校訂や現代語訳

が必要であろう。本稿はその試みの一端でもある。

�．『釈軌論』第�章経節（62)-(63）について

世親作の『釈軌論』とは別に、『百節経』というテキストがある。これは、世親が阿含から 103 の経典の一節

（経節）を列挙したもの。103 という数は、李校訂本（Lee［2001］）の計上によるのであり、ここではそれに従う。

従って、ここでいう経節（62）とは、李校訂本で第
章の 62番目の経節という意味である。他方、『釈軌論』第


章は、その『百節経』に対して世親が語句の註釈を施したもの。これにより世親によって伝持されていた阿含の経

文が相当な分量、明らかになるとともに、世親による仏教用語の解説としても興味深い。

その際、『釈軌論』第
章の経節の列挙の順序という問題は、未だ解明されていないが探求するに値する問題で

あろう。世親が 103 の経節を、特別な意図を持たずにランダムに阿含から採集し列挙したのか、あるいは配列には

何らかの意味や体系があるのか。大まかな分類は山口［1959：177-178］が行っているが、より詳細な分析のため

には本章の全貌を把握することが必要になろう。ただ、本稿で取り上げる箇所についていえば、経典（62)〜(67）

がひとまとまりであろうか。また、法を説き、法を聴くことは、『釈軌論』第�章の主題ともなっている。

また、『釈軌論』にしばしば出る「『アーガマ（lung、＊āgama、伝承）』では」というのが具体的なテキストを

指すのか、あるいは口伝なのかというのも、今後考察すべき問題であろう。今回取り上げる経節（62）、（63）とも

に、経文を解釈する際に「『アーガマ』では」といって『アーガマ』での解釈を引き合いに出す。それら
つにつ

いては現時点では出典は特定できなかったものの、例えば、経節（64）は『アーガマ』として『瑜伽論』の「摂釈

分」（Dʼi 49a）にほぼ対応する解釈を引いている。また、経節（75）でも「現観」（＊abhisamaya）の解釈に際し、

「信頼される伝承（yid ches pa）では」として『声聞地』（第四瑜伽処、Shukla ed., 501）に相当が見出せる文を

『アーガマ』として引いていることが注意される。

なお、経節（62）では、20 のあり方でもって話を語るべきであると述べ、経節（63）は、16のあり方で法を聞

くべきであると述べる。両経典は、舎利弗（シャーリプトラ）の言として、『釈軌論』第�章でも再び取り上げら

れる。Skilling［2000］が指摘したように、両箇所の出典は Arthavistara（パーリ対応なし。漢訳では、共に大正

蔵第一巻所収の『広義法門経』と『普法義経』。これらについては Hartman［2004］参照。なお、『普法義経』に

関しては、安世高の研究である宇井伯壽『訳経史研究』1971, 276-295に、経全体の訓読と訳注がある。また、本

経の梵本断片が Or. 15009/559であることを、辛嶋静志先生の Brāhmī Club にて知るに至った。http://idp.bl.uk/

を参照）に求められる。当該経では 20 のあり方の直後に 16のあり方が説かれ、また、『百節経』で引かれる阿含

は、翻訳者の相違に帰せられうる。加えれば、説法の 20 のあり方は『声聞地』、『菩薩地』に列挙されており、『摂

釈分』でも関説されている。特に前二者により対応梵語が想定しうる。
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『釈軌論』第
章経節（62)-(63）訳注

【経節 62】

「＜君たちよ、説法者の比丘が法話をするときには、これら 20 のあり方でもって話をすべきである。（�）適

切な時に、（
）尊敬して、（�）順に、（�）関連して、（�）随順して、（�）喜ばせ、（�）歓喜させ、（�）

満足させ、（�）賞賛せず、（10）呵責せず、（11）道理に適い、（12）伴い、（13）混ざらず、（14）法に従い、

（15）〔聴〕衆に合わせて、（16）慈心もて、（17）利益心もて、（18）悲（共苦、哀れみの）心もて、（19）利得

や尊敬や名声に依存せず、（20）それらの話を述べるときには自賛せず他人をけなさず、話もすべきであ

る。＞ 6これら 20 のあり方でもって話をすべきである」7

とは、経典の一節である。

［解釈 I］

そのなか、「（�）適切な時に（＊kālena）」とは、〔聞き手が〕聞くことを望む者であり解説するに値する者であ

ることを知ってである。ヴェーヌカーティヤーヤナサゴートリー 8のように。「（
）尊敬して（＊satkr. tya）」と

は、軽んじないことであり、ライオンが飛びかかる 9ように。「（�）順に（＊anupūrvam）」とは、最初の時にな

されるべき 10布施の〔話〕など 11と、勝れた 12話に関してである。「（�）関連して（＊anusam. dhim）」とは、経

典を解釈することに関して 13。

「（�）随順して（＊anusahitam）」とは、質問への回答（記別）14に関して。つまり、一向記（断定的な回答）な

どにおいて、そのように（随順して）回答するからである 15。「（�）歓喜させ（＊hars.ayat）」とは、信仰を持っ

ている者たちに対して。「（�）喜ばせ（＊rocayat）」とは、以前の状態の者 16と敵意を持つ者（＊pratihata）たち

に対して。「（�）満足させ（＊tos.ayat）」とは、疑いを持っている者たちに対して。「（�）賞賛せず

（＊an-utsāhayat）、（10）呵責せず（＊anavasādayat）」17とは、“このような者たちすべては正しく行じている者た

ちである”もしくは、“間違って行じている者たちである”といったようにであり、『無諍経』18に説かれているよう

に。つまり、教化対象（所化）の特殊性を理解することがない者がそのように〔称賛や非難を〕なすことは、それ

によって教化されるべきではない者が腹を立てる 19ことになる。

「（11）道理に適い（＊yuktām）」とは、正しい認識手段 20 と相違しないものであるので。「（12）伴い

（＊sahitām）」とは、〔話の〕前後が関連しているので。「（13）混ざらず（＊avyavakīrrn. ām）」とは、話が他に逸れ

ることを断じているので。「（14）法に従い（＊dhārmikīm）」とは、善に随順しているので。「（15）〔聴〕衆に合わ

せて（＊yathāpars.at）」とは、教化されるべきものに応じているので。

「（16）慈心もて（＊maitracitta）」とは、聞く人が安楽になることを望むので。「（17）利益心もて（＊hitacitta）」

とは、彼に対して雑染（心の汚れ）がないことを望むので。「（18）悲心もて（＊anukampācitta）」とは、彼に対し

て苦しみがないことを望むので。（（16)-(18）に関して）さらにまた 21、順に、善と不善に直面している者と、〔そ

の〕どちらでもない者 22たちに対して、「（16）慈」などの心によってである。「（19）利得や尊敬や名声に依存し

ない（＊aniśrito lābhasatkāraśloke）」とは、それらを望むことを断ずるので。「（20）自賛せず他人をけなさない

（＊na cātmānam utkars.ayati, na parān pam. sayati）」とは、説く者が、自己に対する過度の信頼
23を望むことを断

ずることによって。

その（以上の）ようであれば、�どのように（どのようなあり方の話を）
何のために、�何に似た〔話を〕、

�何に似ることによって語るべきであるかが、〔それぞれ〕五つずつによって 24説かれた。

［解釈 II］

『アーガマ（伝承）』では、

「11 の過失の対治（治療）に、20 のあり方の話し」

と出ている。

11 の過失とは、［�］器でないものに語る過失、［
］語りを完成しない過失、［�］語りを中断する過失、［�］

語りを理解させない過失、［�］語りが尊敬されない過失、［�］適切ではない意味 25を語る過失、［�］境界

（＊gocara）でないことを語る過失、［�］動揺して語る過失、［�］無意味なことを語る過失、［10］適切ではない
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こと 26を語る過失 27、［11］汚れた考え 28によって語る過失である。

そのなか、「［�］器でない」とは、行儀が良くなくいること。一方、「［�］語りを中断する過失」の対治とし

て、「［�］順に」などの�つのあり方 29であると知るべきである。すなわち、説示と、論難の言葉と、回答の言

葉に関して。「［�］語りを理解させない過失」の対治は、第�と第�と第�〔のあり方〕であり、〔順に、〕信仰を

持つ者、悩みと敵意を持つ者、中間の者 30に関して。「［�］語りが尊敬されない過失」の対治として、第�と第

10 の
つである。つまり、悪業を持っている者を称賛をすべきではないが、非難しても尊敬しないという過失に

陥るからである。「［�］境界ではないこと」によっては、甚深な意味である。つまり、機根の劣った者に対し

て 31。「［11］汚れた考え」は�種類である。つまり、（i）信じさせようとする考え、（ii）信じさせて尊敬させよう

とする考え 32、（iii）ねたみの（＊īrs. yā）考えで
33 ある。第�の〔考えの〕対治として、「（16）慈・（17）利益・

（18）悲」という心のあり方である 34。涅槃とその（それに至る）道を理解させようとする心と、解説した意味を

理解させようという心によって 35。

［解釈 III］

さらにまた、要約するなら、こ〔の経典〕では、�話の関連、
話の働き、�話の美徳、�説く者の美徳に関し

て、〔�つそれぞれに〕�つずつ〔のあり方〕であると知られるべきである。

【経節 63】

「＜君たちよ、〔教〕法を聞こうと欲する者は、16のあり方でもって法を聞くべきである。つまり、（�）適

切な時に法を聞くべきであり、（
）尊敬して、（�）聞きたいと願って、（�）不平を言わず、（�）随順し

て、（�）あら探しをせずに、（�）法に対する尊敬を確立して、（�）説法者に対する尊敬を確立して、（�）

法を軽んじず、（10）説法者を軽んじないで、（11）自己を軽んじずに、（12）完全に知りたいという心を持ち、

（13）一意専心に、（14）傾聴して、（15）意を傾けて、（16）全神経を集中して、法を聞くべきである。君たち

よ、＞これら 16のあり方でもって法を聞くべきである」

とは、経典の一節である。

［解釈 I］

16のあり方は、13種の過失の対治であると知られるべきである。13 の過失とは、［�］説法者に対して自分自

身が働きかける 36ことと、行儀の過失、［
］おごり高ぶりの過失、［�］求めない過失、［�］他の立場をなすこ

とにより腹を立てる 37過失、［�］尊敬しないことにより説法者の言うことをよく聞かない過失、［�］難癖つけ

ようという 38考えという過失、［�］法と説法者に注意を向けない（作意しない）ことにより敬わない過失、［�］

〔法と説法者の〕過失に注意を向けることにより軽蔑する過失、［�］侮辱する過失、［10］利得と尊敬を欲する者

であるという過失、［11］注意散漫（散乱）と縮こまりの
つによって聞かない過失、［12］正しく注意を向けない

過失、［13］しっかり注意を向けない過失である。

そのなか、［�］〔説法者が〕退いている 39時には〔聞法者は〕行儀がよくないから、第�の過失である。［
］

〔自分は説法者よりも〕上位の種姓であるとの慢心を生ずるから、「［
］おごり高ぶりの過失」である。「［�］法

に」とは、美徳と善説と大果（大いなる結果）があることを。「［�］説法者に」とは、善知識に 40。「［�］法に過

失」とは、語と文字が関連していないことに。「［�］説法者に 41」とは、戒（振る舞い）と種姓と外見（＊ākr. ti）

と単語と発語が完全でないことに 42。「［11］注意散漫」とは、心が他にさまようこと。「［11］縮こまり」とは、気

鬱（＊styāna）と眠気（＊middha）によって心が沈むこと。「［12］正しく注意を向けない」とは、意図と法性に対

して顚倒していることによって。「［13］しっかり注意を向けない」とは、意欲（＊chanda）43 と心的努力

（ābhoga）44が弱いことによって。

［解釈 II］

『アーガマ（伝承）』では、

「�種の過失の対治として 16のあり方である」

と出ている。
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�つの過失とは、［�］行為の過失、［
］意楽（希求）がないという過失、［�］尊敬しないという過失、［�］

考えの過失、［�］逆しまなものであることという過失、［�］把握の過失である。

「［�］行為の過失」は�種類である。（i）身体の行為の過失は、行儀よくなくいるからである。（ii）身体と言葉

の過失は、その両者によって要求しないからである。（iii）心の行為の過失は、聞くことを欲しないことによる 45。

「［�］考えの過失」とは、他人のあら探しをすることと、このように言い争いすることにより解脱するであろう

という考えを持つものであることによる。

「［�］逆しまなものであることという過失」は�種類である 46。（i）法に対しては、出離ではないと理解する 47

ことにより尊敬しないことと、（ii）単語と文字が関連していないことによって軽んじること。（iii）人に対しては、

戒と単語と単語の用い方の過失により尊敬しないことと、（iv）種姓の過失により軽んじることである。（v）〔教え

の〕理解と実践の能力が〔自分には〕生じないだろうと考える人に、自己を軽んじることがある。

「［�］把握の過失」も�種類である 48。（i）誤って把握することと、（ii）意味を把握しないことと、（iii）文字を

把握しないことと、（iv）明らかに（正しく）把握しないことと、（v）残りなく把握しないことである。

残りは理解しやすいから説明しない。

略号

Arthvi：Arthavistara. D No. 318, P No. 984.

BBh：Bodhisatttvabhūmi. Wogiwara, U. ed., Tokyo, 1930-36.

D：The Tibetan Tripit.aka, Sde dge edition.

L：see Lee［2001］.

P：The Tibetan Tripit.aka, Peking edition.

SrBh I：『瑜伽論 声聞地 第一瑜伽処─サンスクリット語テキストと和訳─』大正大学綜

合仏教研究所 声聞地研究会、山喜房佛書林。1998。

Sūśa：Vasubandhu（世親）, Sūtrakhan. d. aśata＝ Vyākhyāyukti-sūtrakhan. d. aśata（rNam par bshad pa’i rigs pa’i mdo sde’i dum bu

brgya）D No. 4060（Śi）, P No. 5561（Si）.

T：『大正新脩大蔵経』

VyY：Vasubandhu（世親）, Vyākhyāyukti. D No. 4061（Śi）, P No. 5562（Si）, Cf. Lee［2001］.

VyYT：Gun. amati（徳慧）, Vyākhyāyukti-t. īkā. D No. 4069（Si）, P No. 5570（I）.

『広義法門経』：T 1 No. 97. 陳、真諦訳。

『百節経』：Sūśa を見よ。

『普法義経』：T 1 No. 98. 後漢、安世高訳。

（その他については、煩を避けるため、堀内［2009］に譲る。）
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註

（本研究は科研費（若手研究（B）23720024、「世親論書の訳注研究─『釈軌論』第二章を中心に─」）の助成を受けたもので

ある。）

1 筆者は拙稿（堀内［2011］）にて、椎尾弁匡、黒川紀章のいう意味での「共生」の基盤を仏教に求めるならば、その候補と

して「捨」が挙げられるのではないかと論じた。

2 片山［2000：326］（『法尊重経』）。

3 数は、律によって異なっている。詳細は平川［1995：571ff.］を参照。

4 平川［1995：574］.

5 だが、既に博士論文として提出済みなのであるから一書としての公刊が望まれる。

6 ＜＞内は、『百節経』（Sūśa）からの補い。なお、次注では、梵文が得られ、訳注の際に特に参照したので、『声聞地』を挙

げておく。『菩薩地』（BBh）も 20項目はほぼ同じ。『百節経』、『広義法門経』のテキストは、テキスト篇に譲る。なお、徳

慧の引く経節とは翻訳がいくつか異なっていることがあるが、重大な異読でない限り註記しない。

7 出典は『広義法門経』。ただ、チベット語訳の方が漢訳よりも『釈軌論』に合う。『普法義経』は項目が少し異なるであろう

か。『百節経』と比較されたい。

ŚrBh I, 224.1-5:

tām. ca punah. kathām. （�）kālena karoti, （
）（�）satkr̥tyānupūrvam （�）anusam. dhim （�）anusahitam. （�）

hars.ayan （�）rocayan （�）tos.ayann （�）utsāhayann （10）anavasādayam. ś ca （11）yuktām. （12）sahitām （13）

avyavakīrn. ām. （14）dhārmikīm. （15）yathāpars.an （16）maitracitto （17）hitacitto （18) ʼnukampācitto （19) ʼniśrito

lābhasatkāraśloke （20）na cātmānam utkars.ayati, na parān pam. sayati/ （evam. dharmadeśako bhavati/）

8 ka tyaʼi bumo smyug ma can: Skilling［2000］はこれについて「Cf.Mvy 3798 smyug mamkhan＝ ven. ukāra」と註記するの

みだが、本箇所の出所は SN 35.133（SN IV. 121f）, SA 253（T2.61b）：Verahaccānigottāである。そして『赤沼辞典』756b

はこのパーリに対するサンスクリット対応語として Vairakātyānīgotrāを想定したが、Chung［2008］によれば対応するの

はVen. ukātyāyanasagotrīである。文献もそれに詳しい。なお、この経には、Ven. ukātyāyanasagotrīがウダーイン長老に説

法を聞きたいと請うたが、初めは自分の方が高座に坐るなどして態度が悪かったため、説法しなかった。後に態度を改めた

ため、長老は説法をしたことが記されている。

9 mchong ba：Leeはmchod pa（尊敬する）とするが、諸版はmchong ba（飛びかかる）である。いわゆる「獅子借兎」「獅

象借兎」（『漢語大詞典』、s. v. 獅象借兔、皆用全力）で、ライオンは小さな動物に飛びかかるにも全力を尽くすということ。

出典として、たとえば、常盤大定篇『仏教要典』（博文館、昭和�年）974 は、『華厳経』「普賢行願品」第十二を挙げる。

10 dus sngar bya ba: ＊pūrvakālakaran. īya. 『声聞地』にこの語が見られ、その直後には、次第説法と四聖諦の話も出ている

（声聞地研究会［1998: 222-223］）。『釈軌論』第
章でも、経典（99）の解釈中で、この二つの説明がなされている（Lee

［2001: 152-155］）。

11 施論・戒論・生天論の「次第説法」を指す。

12 yang dag phul can: ＊sāmutkars. ikī. cf. BHSD. 四聖諦の話を指す。『釈軌論』経典（99）への解釈中では、「聖諦の話が「勝れ

た〔話〕」である」（VyY, D84a4, Lee［2001: 154］：ʼphags paʼi bden paʼi gtam ni yang dag phul can te）とある。

13 徳慧は、「諸経典を解釈することのためにである。関連はまた、
種類である。つまり「前後の意味の関連」と、「前後の順

序の関連」である。この
つもまた、〔世親〕先生が後に解説する」と註釈している。この
つの「関連」については『釈

軌論』第�章で詳細に論じられる。なお、経典（62）（63）に対する徳慧注の対応箇所はVyYT, D 207a3-, P 78a5-.

14 dri ba lung bstan pa: ＊paripr. cchāvyākaran. a.

15 徳慧は『倶舎論』（AKBh, 292ff., ad AK V. 22）を引用して、「四記」を説明している。これは質問をより明確にしてから回

答（記別）することを説くもの。すなわち、「①“一切の衆生は死ぬのか”といわれたなら、死ぬであろうと確定的に（一向

に）回答するべきである（＝一向記）。②“一切の死者は、〔死後に再び〕生まれるのか”といわれたなら、煩悩を持っている

ものたちは生まれる。煩悩を持っていないものはそうならないと、区別して回答するべきである（＝分別記）。③“人（趣）
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は劣っているか、優れているか”といわれたなら、何について（何と比べて）問うたのかと質問して、回答すべきである。も

し、神（天）と〔比べて〕というならば、劣っていると回答するべきである。しかし、悪趣（悪しき生存領域）と〔比べ

て〕というならば、優れていると回答すべきである（＝反詰記）。④“衆生は〔五〕蘊と別か別でないか”といわれたなら、捨

て置く。衆生の実体はないので（＝捨置記）、石女の子が白いか黒いかの
つの〔質問の〕如し」と、徳慧は説明している。

16 sngar gnas pa: 仏教に対してなんらの知見もない者ぐらいの意味か。

17 第�の項目には、興味深い異同がある。まず、『百節経』には否定辞 miがないが、『釈軌論』第
章の世親本文と徳慧注は

miを有する。『広義法門経』は、チベット語訳では spro ba dang、漢訳は「正勤」と、否定辞がない。『普法義経』は、前後

の関係からすればここに当たるのは「除慚」であろう。当該経での否定辞は「莫」であることが多いので、ここでも否定辞

はないと見られる。『菩薩地』も utsāhayatā、『声聞地』も utsāhayann と、共に否定辞を欠く。ただ、『釈軌論』を念頭に置

いていたと思われる『菩薩地解説』は、否定辞を有する（BBhVy, Yi 127b3-4: spro bar mi byed pa. なお、本論書が別の箇

所で『釈軌論』を引用していることは拙著でも指摘した。この箇所でも『釈軌論』の解釈を下敷きにしつつ、『菩薩地』に

説かれる 20 の項目を解釈している）。

このように、出典や対応文献のこの箇所に否定辞がないとなると、世親が伝承した阿含が否定辞を有していたか、あるい

は、〔より可能性は少ないが、〕世親が註釈するに当たり付け加えた可能性がある。

これを考えるにあたって注意したいのが徳慧注である。徳慧は、この箇所の註釈で「称賛と、非難も知るべきである。称

賛と非難も知った上で、称賛もしてはならない。非難もしてはならない」という経文を引く。『無諍経』のパーリ対応経

（次注参照）では「称賛を知るべきであり、また非難を知るべきである。称賛を知り、また非難を知り、称賛することもな

く、非難することもなく、法のみを説くべきである」（Aran. avibhan
.
gasuttam. , MN（No. 139）, Vol. III. 230.15-17: ussādanañ

ca jaññā apasādanañ ca jaññā ussādanañ ca ñatvā apasādanañ ca ñatvā nʼ evʼ ussādeyya na apasādeyya dhammam eva

deseyya. 和訳は片山［2002］による）とある。そして、同経ではこれについての詳説があるが、要点を抜き出せば、『下劣、

粗野、凡俗の、聖ならざる、利益を伴わない、欲の結合を楽しむ、喜びの実践に耽っている者たち、かれらすべては苦しみ

があり、害があり、愁いがあり、熱悩があり、邪に行道している』とこのように言いません。そうではなく、『耽ること、

これは苦しみがあり、害があり、…熱悩がある法であり、邪な行道である』と、このように言い、法のみを説」く（ibid.,

232.13-19: “Ye kāmapat. isandhisukhino somanassānuyogam. anuyuttā hīnam. gammam. pothujjanikam. anariyam. anattha-

sam. hitam. , sabbe te sadukkhā sa-upaghātā sa-upāyāsā saparil̥āhā micchāpat. ipannā tiʼʼ na evam āha. “Anuyogo ca kho

sadukkho eso dhammo sa-upaghāto sa-upāyāso saparil̥āho micchāpat. ipadā ti” iti vadam. dhammam eva deseti.）、という趣旨

である（和訳は片山［2002: 253］による）。これとは逆の、「正しい行道」（sammāpat. ipanna/sammāpat. ipadā）について

も、同じようなことが言われている。

つまり、邪な行いをしている者（人）を非難するのではなく、また正しい行いをしている者を称賛するのでもなく、邪な

行いとは何か、正しい行いとはなにかという「法」を説くというのが、「称賛もせず非難もせず」という意味である。日本

でいえば「その人を憎まずしてその罪を憎む」というのが近いであろうか。その意図するところは、世親の『釈軌論』での

記述に基づけば、誰が正しい行をしているのか、誰が邪な行をしているのかということ（＝「教化対象の特殊性」）は、〔そ

の内面の実際のところは〕仏陀以外には判断のしようがないから、人についてその行を正しい・間違っているといって賞め

たり非難してはいけないということであろう。

近年明らかにされている『瑜伽論』と世親の関係からすれば、世親は『菩薩地』や『声聞地』の記述も熟知していたと思

われるが、以上の状況からすれば、世親はこのような『無諍経』経の経意の方に基づいて、この�番目の項目を否定辞を

持ったものとして解釈しているといえよう。あるいは何らかの段階で否定辞が加わる伝承が登場したのであろうか。

18 nyon mongs pa med paʼi mdo: Skilling［2000］が指摘したようにパーリ対応経はMN 139, Aran. avibhan
.
gasuttaである（MA,

169）。

19 snying na ba: Negiでは、snying na bar byed pa が hr.dayaparidahanīの訳語の例としてあげられている。『菩薩地解説』も

先述のように『釈軌論』と同じく�番目の項目に否定辞を有し、『釈軌論』を下敷きにした解釈をしているが、そこの対応

部分では「怒りを生ずる（khong khro ba skye bar ʼgyur ba）」とある（BBhVy, D Yi 127b3）。

20 tshad ma: ＊pramān. a. 徳慧は、直接知覚・推論・聖典という�つの正しい認識手段（量）に言及する。『釈軌論』も第�章

でこれに言及している。

21 gzhan yang: これは単に（16)-(18）を別の観点から解釈したものに過ぎない。善に直面している者には慈心をもって、不

善に直面している者には利益心をもって、どちらでもない者には悲心をもって説法するという解釈がここで施されている。

Lee［2001］のようにこれ以降を（
）と段落分けする必要はない。なお、同校訂本は、（10）mi smad pa をその直前の

（�）spro ba mi bskyed pa と合わせて一つに計上しているため、それ以降に関して、項目の計上の仕方が適切ではない。

22 thamal pa dag: 様々な梵語の訳語でありうるが、ここでは＊udāsīna の訳と見ておく。Negi, s. v. thamal pa は、悲（karun. ā）

が、どちらでもない者（udāsīna）と敵の立場にある者に対しても働くことを述べる用例を拾っている。

23 lhag par yid ches pa.
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24 lnga lnga dag gis: 世親は経節に説かれる説法の 20 のあり方を、�〜�は「�どのように」説くべきであるのかを説明した

もの、といったように、�つずつセットのものとして解釈している。

25 don ʼthad pa med pa: 徳慧によればこれの対治が「（11）道理に適い」である。

26 mi ʼtsham par: 徳慧によればこれの対治が「（15）〔聴〕衆に合わせて」語るということであるので、この語を、聴衆に合わ

ないという意味で、「適切ではないこと」と理解した。

27 世親自身は［�］〜［10］の項目が 20 のあり方のどれに対応するかを説いていないが、徳慧によれば、順に、「（13）混ざ

らず、（14）法に従い、（15）〔聴〕衆に合わせて」に対応する。

28 nyon mongs pa can gyi bsams/bsam: Lee［2001］は bsams を採るが、以下でこの語が解説されるときには諸版に bsamと

あり、徳慧注にも支持されるので、bsamを採る。

29 �つとは、20 のあり方の内、（�）順に、（�）関連して、（�）随順してという�つを指すのであろう。その�つが、それ

ぞれ、説示と、論難の言葉と、回答の言葉に関して、という解釈。

30 Cf. AKBh, zhe ʼgras dang bar mar gnas pa, pratihata-madhyasthāna（『倶舎論索引第三部』による）

31 能力の劣った者に、境界ではないこと＝甚深な意味を説いてはならないということ。徳慧によればこれの対治が「（12）伴

い」。

32 徳慧によればこれの対治が「（19）利得や尊敬や名声に依存せず」。

33 徳慧によればこれの対治が「（20）自賛せず他人をけなさず」。

34 「第�の」とは、徳慧によれば、「（i）信じさせようとする考え」を指す。その対治として（16)〜(18）が配当される。

35 徳慧によれば、涅槃を理解させようとする心が「慈心」であり、それ（涅槃）に至る道を理解させようとする心が「利益

心」であり、解説した意味を理解させようという心が「悲心」である。

36 bskyod pa: 説法者に対して説法を強いるといったような事態を指すか。注 39も参照。

37 snying na ba: 自分の信念・宗派とは違う立場のことを述べられることにより腹を立てるということであろう。

38 sun ci phyin du brgal ba: Lee［2001］は DCに従い sun phyin ci logを採るが、ここは P等に従い sun ci phyin を採るべき。

徳慧注では諸版がそうなっている。Cf. Negi. sun ci phyin du rgol ba, vit.and. ā（詭弁、難癖）。

39 nang du yang dag ʼjog: Negiでは pratisam. layana（〔瞑想のために〕退く）等が対応語としてあげられている。また、徳慧

によれば、この主語は説法者である。このばあい、BHSDが、Lalitavistara （S. Lefmann ed., 1902）, 161.9-10: ayam. kālo

dharmadeśanāya, ayam. kālah. pratisam. layanasya の用例を挙げているのが注意される。同書の前後の文脈から見れば prati-

sam. layana は dharmadeśanāとは逆の意味と捉えられるので、この語の意味は、説法者が説法をするための用意をしていな

い、説法をするために前に出てきてはいない、という意味での「退いている」であろう。現に、徳慧は、先述の『ka tyaʼi

bu mo smyug ma can 経』を引き合いに出している。そこではウダーイン長老が、聞法の態度のなっていない者に、今は時

期ではないといって説法しなかったのであった。

40 『菩薩地解説』では、説法者を善知識（＊kalyānamitra）であるとして注意を向けない過失（D Yi 125a4）。

41 chos smra ba la: 説法者の過失に注意を向けるということ。

42 ［�］と［�］を�つに分けて解説している。

43 ʼdun pa: 徳慧は、「意欲とは、なそうと欲することによって（ʼdun pa ni byed par ʼdod pa nyid kyis so//）」という。Cf.

AKBh, 54.21: chandah. kartukāmatā; AKBh（t）, ʼdun pa ni byed ʼdod paʼo//

44 ʼjug pa: 徳慧は、「心的努力（〔意を〕傾けること）とは、注意を向けることである（ʼjug pa ni yid la byed paʼo//）」という。

Cf.AKBh, manaskāraś cetah. ābhogah. ,AKBh（t）: yid la byed pa ni sems kyi ʼjug paʼo// 前注と共に、斎藤他［2011］（それ

ぞれ 57-58, 65-66）を参照。

45 徳慧によればこれの対治として、順に、（�)〜(�）の聞法のあり方がある。なお、世親は［
］と［�］について配当し

ないが、徳慧によれば、順に（�）と（�）の聞法のあり方に配当される。

46 徳慧によれば、この�つに対し、順に（�)〜(11）が配当される。

47 法とは仏教であり、それは出離（輪廻からの超越）をもたらすものである。それを出離をもたらすものではないと逆に理解

するから、逆しま（mi mthun pa）というのであろう。

48 徳慧によれば、この�つに対し、順に（12)〜(16）が配当される。
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Text: Vyākhyāyukti Ch.II. Sū (62)-(63)
(D 63a5-, C shi 65a6-, P si 74a2-, G si 91b2-, N si 67a6-)

Sū(62)

rnam pa nyi shu po ʼdi dag dang ldan pas gtam byaʼo 1

zhes bya ba ni mdo sdeʼi dum buʼo//

[I] de la (1) dus su zhes bya ba ni nyan ʼdod pa nyid dang bshad paʼi ʼos su gyur pa nyid du shes nas te/ ka tyaʼi bu 2mo smyug

ma can bzhin no// (2) bsgrim pa 3 zhes bya ba ni brnyas pa med pa ste/ seng ge mchong ba 4 bzhin no// (3) go rims 5 zhes

bya ba ni dus (C65b) sngar bya ba sbyin pa la sogs pa dang/ yang dag phul can gyi gtam las brtsams nas so// (4) mtshams

sbyar ba zhes bya ba ni mdo sde 6 rnam par bshad pa las brtsams (N67b) nas so// (5) rjes su mthun pa zhes bya ba ni dri 7

ba lung bstan pa las brtsams nas te/ mgo gcig tu lung bstan pa la sogs pa rnams la de bzhin du lung ston paʼi phyir ro//

(6) dgaʼ bar bya ba ni dad pa can rnams laʼo// (7) ʼdod par bya ba ni sngar gnas pa dang zhe ʼgras pa rnams laʼo// (8) mgu bar

bya ba ni the tshom can rnams laʼo// 8 (9) spro ba mi bskyed pa dang (D63b) (10) mi smad pa ni gang su dag ʼdi ʼdra ba

thams cad ni yang dag pa la zhugs pa dag go zhe ʼam/ log pa la zhugs pa dag go zhes bya ba lta bu ste/ ji skad du nyon mongs

(G92a) pa med pa’i mdo las gsungs pa lta bu ste/ 9 gdul baʼi 10 khyad par mngon par mi shes pa de lta bur byed pa ni des gdul

ba ma yin pa rnams snying na bar (P74b) ʼgyur ro//

(11) rigs [11] pa ni tshadma dang mi ʼgal baʼi phyir ro// (12) ʼbrel pa ni snga phyi ʼbrel paʼi phyir ro// (13) ma ʼdres pa ni gtam

gzhan du ʼphro ba spangs paʼi phyir ro// (14) chos dang ldan pa ni dge ba dang mthun paʼi phyir ro// (15) ʼkhor ji lta ba

bzhin ni gdul ba dang ʼtsham paʼi phyir ro//

(16) byams paʼi sems ni nyan pa po bde bar smon 12 pas so// (17) phan paʼi sems ni de la nyon mongs pa med par smon 13 pas

so// (18) snying brtse baʼi sems ni de la sdug bsngal med par smon 14 pas so// (16ʼ-18ʼ) gzhan yang dge ba dang mi dge ba la

phyogs 15 pa dang/ tha mal pa dag la byams pa la sogs paʼi sems kyis 16 te go rims 17 bzhin no// (19) rnyed pa dang bkur sti

dang 18 tshigs su bcad pa la 19 mi brten 20 pa ni de ʼdod pa nyid spangs pas so// (20) bdag la bstod par mi bya zhing gzhan la

smad par mi bya ba ni smra ba po nyid kyis 21 bdag la lhag par yid ches par byed ʼdod pa nyid spangs pas so//

de ltar na ji lta bur dang/ gang gi don du dang/ gang ʼdra ba dang/ gang ʼdra bas gtam bya ba de lnga lnga dag gis yongs su

bstan to//

[II] lung las ni

skyon bcu gcig gi gnyen por gtam rnam pa nyi shu dang ldan paʼo 22

zhes ʼbyung ngo// (C66a)

skyon bcu gcig ni [1] snod ma yin pa la (N68a) brjod paʼi skyon dang/ [2] brjod (G92b) pa yongs su ma rdzogs paʼi skyon

dang/ [3] brjod pa bar chad paʼi skyon dang/ [4] brjod pa go bar mi byed paʼi skyon dang/ [5] brjod pamchod par mi ʼgyur

baʼi skyon dang/ [6] don ʼthad pa med par brjod paʼi skyon dang/ [7] spyod yul ma yin pa brjod paʼi 23 skyon dang/ [8]

rnam par g-yengs nas brjod paʼi skyon dang/ [9] don med pa dang ldan pa brjod paʼi skyon dang/ (P75a) [10] mi ʼtsham

par brjod paʼi skyon dang/ [11] nyon mongs pa can gyi bsam 24 pas brjod paʼi skyon no//

de la [1ʼ] snod ma yin pa ni spyod lam mi sdug par ʼdug paʼo// [3ʼ] brjod pa bar chad paʼi skyon gyi gnyen por ni go rims 25 la

sogs pa rnam pa gsum po dag yin par rig par bya ste/ bstan pa dang/ rgol baʼi tshig dang/ lan gyi tshig gis dbang du mdzad

nas so// [4ʼ] brjod pa go bar mi byed paʼi skyon gyi gnyen por drug pa dang/ bdun pa dang/ brgyad pa dag ste/ dad pa can

dang/ zhe ʼgras pa dang/ bar na gnas paʼi dbang du mdzad nas so// [5ʼ] brjod pa mchod par mi ʼgyur baʼi skyon gyi gnyen

por dgu pa dang bcu pa gnyis te/ sdig paʼi las can la ni spro ba bskyed par ʼos pama yin la/ smad na yang mchod par mi ʼgyur

baʼi skyon du ʼgyur bas so// [7ʼ] spyod yul ma yin pas ni don zab 26 mo ste/ dbang po thama laʼo// [11ʼ] nyonmongs pa can

gyi bsam pa ni rnam pa gsum ste/ [i] yid ches par bya baʼi bsam pa dang/ [ii] dad nas bkur sti 27 byed paʼi bsam pa dang/

[iii] phrag dog gi bsam paʼo// [iʼ] dang poʼi gnyen por byams (G93a) pa dang/ phan pa dang/ snying brtse baʼi sems kyi

rnam pa dag ste/ mya ngan las ʼdas pa dang/ deʼi lam rtogs par bya baʼi bsam pa nyid dang/ bshad paʼi don khong 28 du chud

par bya baʼi bsam pa nyid kyis so//

[III] gzhan yang mdor na ʼdi las gtam gyi sbyor ba dang/ gtam gyi las dang/ (C66b) gtam gyi yon tan dang/ smra ba poʼi yon 29

tan las brtsams nas rnam pa lnga lnga dag tu (N68b) rig par byaʼo// (bam po bzhi pa//)

Sū (63) (D 64a6-65a3, C66b1-67a6, P 75a8-76a8, G si 93a3-94a4, N si 68b1-69a5)

rnam pa bcu drug po ʼdi dag dang ldan pas (P75b) chos mnyam par byaʼo 30

zhes bya ba ni mdo sdeʼi dum buʼo//
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[I] de la rnam pa bcu drug po dag ni skyon rnam pa bcu gsum gyi gnyen po yin par rig par byaʼo//

skyon rnam pa bcu gsum ni (1) smra ba po la bdag nyid kyis bskyod pa dang spyod lam gyi skyon dang/ (2) ʼgying baʼi skyon

dang/ (3) don dumi gnyer baʼi skyon dang/ (4) gzhan gyi phyogs byed pas snying 31 na baʼi skyon dang/ (5) mchod par mi

ʼgyur bas smra ba po rab tu mi ʼdzin paʼi skyon dang/ (6) sun ci phyin 32 du brgal baʼi bsam paʼi skyon dang/ (7) chos dang

chos smra ba la yid la mi byed paʼi phyir rim gro mi byed paʼi skyon dang/ (8) skyon yid la byed paʼi phyir brnyas 33 paʼi

skyon dang/ (9) smod 34 paʼi skyon dang/ (10) rnyed pa dang bkur 35 sti ʼdod pa nyid kyi skyon dang/ (11) rnam par

g-yengs pa dang bsdus pa gnyis kyis 36 mi nyan paʼi skyon dang/ (12) legs 37 par yid lami byed paʼi skyon dang/ (13) rab tu

yid la (G93b) mi byed paʼi skyon dang/

de la nang du yang dag 38 ʼjog paʼi tshe spyod lam gyi mi sdug paʼi phyir skyon dang po yin no// rigsmthon po nyid la sogs par

nga rgyal ʼbyung baʼi phyir ʼgying baʼi skyon no 39// chos la ni yon tan dang legs par gsungs pa dang ʼbras bu chen po nyid du

ʼo// chos smra ba la ni dge baʼi bshes gnyen nyid duʼo// chos la skyon ni tshig dang yig ʼbruma ʼbrel pa nyid duʼo// chos smra

ba la ni tshul khrims dang/ rigs dang/ byad gzugs dang/ tshig dang/ tshig ʼbyin pa ma tshang ba nyid duʼo// rnam par

g-yengs pa ni sems 40 gzhan du ʼphros paʼo// bsdus pa ni rmugs pa dang/ gnyid kyis sems zhum pa nyid duʼo 41// legs par yid

la mi byed pa ni dgongs pa dang chos nyid la phyin ci log (D76a) pa nyid kyis so// rab tu yid la mi byed pa ni ʼdun pa dang

ʼjug pa zhan 42 pa nyid kyis so// (C67a)

[II] lung las ni

skyon rnam pa drug gi gnyen por rnam pa bcu drug dag yin no

zhes ʼbyung ste/

skyon drug 43 ni [1] las kyi skyon (N69a) dang/ [2]mos pamed paʼi skyon dang/ [3]mchod par mi ʼgyur baʼi skyon dang/ [4]

bsam paʼi skyon dang/ [5] mi mthun pa nyid kyi skyon dang/ [6] ʼdzin paʼi skyon no//

de la [1ʼ] las kyi skyon ni rnam pa gsum ste/ (i) lus kyi las kyi skyon ni spyod lam mi sdug 44 par ʼdug paʼi phyir ro// (ii) lus

dang ngag gi skyon ni de gnyis kyis skul bar mi byed paʼi phyir ro// (iii) yid kyi las kyi skyon ni nyan par 45 mi ʼdod pa

(G94a) nyid kyis so// [4ʼ] bsam paʼi skyon ni gzhan la klan ka btsal ba dang/ ʼdi lta bu zhig tu rgol ba las thar bar bya baʼi

bsam pa nyid kyis so// [5ʼ]mi mthun pa nyid kyi skyon ni rnam pa lnga dag ste/ (i)~(ii) de la chos la ni nges bar ʼbyin pama

yin par go ba nyid kyis gus pa med pa dang/ tshig dang yi ge ma ʼbrel 46 pa nyid kyis brnyas paʼo// (iii)~(iv) gang zag la ni

tshul khrims dang/ tshig dang/ tshig ʼbyin paʼi skyon gyis gus pamed pa dang/ rigs kyi skyon gyis brnyas paʼo// (v) khong

du chud pa dang sgrub 47 paʼi nus pami ʼbyung snyam paʼi bdag nyid la brnyas paʼo// [6ʼ] ʼdzin paʼi skyon yang rnam pa lnga

ste/ (i) log par ʼdzin pa dang/ (ii) donmi ʼdzin 48 pa dang/ (iii) tshig ʼbrumi ʼdzin pa dang/ (iv) brdama sprad par ʼdzin pa

dang/ (v) ma lus par mi ʼdzin paʼo//

lhag ma ni go sla baʼi phyir rnam par ma phyeʼo//

1 『広義法門経』（T1. 919c9-15）: 長老。能説比丘、若欲為他説於正法与法及義相応、此語応説。謂恭敬、次第、相摂、相応、

生他歓喜、及以欲樂、満足、正勤、不損悩他、所説如理、相応、無雑、随順聴衆。此言応説：有慈悲心、有利益心、有随樂

心、不著利養、恭敬、讃歎、若正説法陰時、不得自讃自高、不得毀呰他人。

＊本訳では説法のあり方については、聞法のあり方が 16と数を出しているのとは異なり、20 と数を出していない。ただ、

大要は、諸本と一致する。

『普法義経』（T1.922b20-29）：若経欲説異人者、当為是二十品説。何等為二十。一為善説。二為多説。三為前後説。四為次

第説。五為歓喜説。六為可説。七為解意説。八為除慚説。九当為莫訶失説。十為調説。十一為応説。十二為莫散説。十三為

法説。十四為随衆説。十五為等意説。十六為助護意説。十七為莫窮名聞故説。十八為莫利事故説。十九為莫従説自現。二十

莫従説調余。若賢者比丘、欲為余人説、当為是二十品説。

Arthvi, D sa 188b6-189a1, P śu 198a4-:

tshe dang ldan pa dag smra baʼi dge slong gtam smra bas gzhan dag la rnam pa nyi shus gtam bya ste/ ʼdi lta ste/ (1) dus su

dang (2) gus pa dang/ (3) ʼtsham pa (4) mtshams ʼbyor ba dang (5) rjes su ʼbrel (P ʼbral) pa dang (6) ri mo dang/ (7) ʼdod

pa dang (8) mgu ba dang (9) spro ba dang (10) mi smod pa dang (11) rigs pa dang (12) ʼbrel pa dang (13) ma ʼchol (P

ʼtshol) ba dang [(14) chos dang ldan pa?, DP om.] (15) ji lta ba bzhin gyi (P om. gyi) sems dang (16) phan pa dang/ (17)

phan paʼi sems dang (18) snying brtse baʼi sems dang (19) rnyed pa dang bkur sti dang tshigs su bcad pa lami brten (P rten)

par byaʼo// gtam de dag smra ba na (20) bdag la bstod par mi bya/ gzhan la smod par mi bya bar gtam byaʼo//

＊ Arthviも、20 という数字を出しているものの、きれいに 20 には分かれない。諸版と合わせて 20 にするという措置を

あえて採るならば、（14）として chos dang ldan pa があってほしいところ。また、（16）の phan pa は byams pa とあってほ

しい。あるいは、（14）を付け加えずに 20項目にするならば、（20）を 2つに分けることが考えられようか。
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Sūśa, D shi 23a3-6:

tshe dang ldan pa dag dge slong chos smra ba bos (VyYT sgrogs pas) chos kyi gtam byed pa na rnam pa nyi shu po ʼdi dag

dang ldan pas gtam bya ste/ (1) dus su dang/ (2) gus pa dang/ (3) go rims dang/ (4) ʼtshams sbyar ba dang/ (5) rjes su

mthun pa dang/ (6) dgaʼ bar bya ba dang/ (7) ʼdod par bya ba dang/ (8) mgu bar bya ba dang/ (9) spro bami (VyYT om.

mi) skyed pa dang/ (10) mi smad pa dang/ (11) rigs pa dang/ (12) ʼbrel pa dang/ (13) ma ʼdres pa dang/ (14) chos dang

ldan pa dang/ (15) ʼkhor ji lta ba bzhin dang/ (16) byams paʼi sems dang/ (17) phan paʼi sems dang/ (18) snying brtse baʼi

sems dang/ (19) rnyed pa dang/bkur sti dang tshigs su bcad pa la mi rten pa dang/ (20) gtam de dag brjod pa na bdag la

bstod par mi bya zhing gzhan la smad par mi bya la gtam yang bya ba ste/ rnam pa nyi shu po ʼdi dag dang ldan pas gtam

byaʼo

2 PGN nu

3 Sūśa: gus pa

4 DPGN mchong ba, CL mchod pa

5 PG rim

6 G sdeʼi

7 PGN ʼdri

8 D om. mgu bar ~ rnams laʼo//

9 C buʼo//

10 PGN bar

11 PGN rig

12 PGN smos

13 PGN smos

14 PGN smon

15 DC sogs; cf. VyYT: phyogs

16 PGN kyi

17 PGN rim

18 PGN om. dang

19 PGN om. la

20 N bnyen

21 PGN kyi

22 DPGN pa

23 C pa ji

24 CL bsams

25 PGN rim

26 PGN bzang

27 C ste

28 PGN om. khong

29 P yo

30 Cf. Arthvi, D 189a1-4, P 198a7-198b1:

tshe dang ldan pa dag chos nyan par ʼdod pas rnam pa bcu drug gismnyan par bya ste/ ʼdi lta ste/ (1) dus su chosmnyan par

bya ba dang/ (2) bkur stir bya ba dang/ (3) gus par nyan pa dang/ (4) ma rangs pa med pa dang/ (5) bsgo ba bzhin nyan

pa dang/ (6) klan kami tshol ba dang/ (7) chos la gus par bya ba dang/ (8) chos smra baʼi gang zag la gus par bya ba dang/

(9) chos la mi brnyas pa dang/ (10) chos smra baʼi gang zag la mi brnyas pa dang/ (11) bdag la mi brnyas pa dang/ (12)

rtse gcig paʼi sems dang/ (13) kun shes par bya baʼi sems dang/ (14) rna (D ins. ba) blags te mnyan pa dang/ (15) sems

bsdus te (16) sems thams cad kyis bsams te chos (D ins. la) mnyan par byaʼo//

Sūśa, D shi 23a6-23b2:

tshe dang ldan pa dag chosmnyan par ʼdod pas ni/ rnam pa bcu drug dag dang ldan pas chosmnyan par bya ste/ (1) dus su

chosmnyan par bya ba dang/ (2) gus pa dang/ (3) nyan par gus pa dang/ (4) ma rangs pamed pa dang/ (5) bsgo ba bzhin

byed pa dang/ (6) klan kami tshol ba dang/ (7) chos la gus pa nye bar (D24b) gzhag pa dang/ (8) gang zag chos smra ba la

gus pa nye bar gzhag pa dang/ (9) chos la brnyas pa med pa nyid dang/ (10) gang zag chos smra ba la brnyas pa med pa

nyid dang/ (11) bdag nyid la brnyas pamed pa nyid dang/ (12) kun tu shes par bya baʼi sems dang/ (13) sems rtse gcig tu

bya ba dang/ (14) rna blags pa dang/ (15) sems kun tu btud pa dang/ (16) sems thams cad kyis bsams nas chosmnyan par
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bya ste/ tshe dang ldan pa dag rnam pa bcu drug po ʼdi dag dang ldan pas chos mnyan par byaʼo

zhes bya ba ni mdo sdeʼi dum bu yin no//

＊ Arthviと Sūśa で、(12)と(13)の順序が逆になっている。

『広義法門経』（T1.919c15-22）: 長老。若人欲聴正法、具十六相、乃可聴受。何等十六。一随時聴、二恭敬、三欲楽、四無執

著、五如聞随行、六不為破難、七於法起尊重心、八於説者起尊重心、九不軽撥正法、十不軽撥説者、十一不軽己身、十二一

心不散、十三欲求解心、十四一心諦聴、十五依理正思、十六憶持前後、而聴正法。

『普法義経』（T1.922c1-8）: 舍利弗復謂比丘。欲聞法者、当有十六業。何等為十六。一当為有時可聞、二当為多聞、三当為向

耳聴、四当為事、五当為莫平訶、六当為莫訶失、七当為莫求長短、八当為法恭敬、九当為説法者恭敬、十当為莫易法、十一

亦莫易説法者、十二亦莫自易身、十三一向心、十四莫余意、十五正持心、十六覚一切念、可聞法正。

BBh, (Ch.VIII.balagotra), 104.17-105.9:

sa evam. upasam. kraman. asam. pannah. asam. klis. t.aś ca dharmam. śr.n. oty aviks. iptaś ca/ katham asam. klis. t.ah. śr.n. oti/

stam. bhasam. kleśavigato ʼvamanyanāsam. kleśavigatah. layasam. kleśavigataś ca/

tatra s.ad. bhir ākāraih. stam. bhasam. kleśavigato bhavati/ caturbhir ākārair avamanyanāsam. kleśavigato bhavati/ ekena

ākāren. a layasam. kleśavigato bhavati/ (1) kālena śr.n. oti (2) satkr. tya (3) śuśrūs.amān. o (4) na asūyann (5) anuvidhīyamānah.

(6) anupāram. bhapreks. ī/ebhih. s.ad. bhir ākāraih. stam. bhasam. kleśavigatah. / (7) dharme gauravam upasthāpya (8)

dharmabhān. ake pudgale gauravam upasthāpya (9) dharmam aparibhavam. (10) dharmabhān. akam. pudgalam. aparibhavan

ebhiś caturbhih. ākārair avamanyanāsam. kleśavigatah. śr.n. oti/

(11) ātmānam aparibhavam. śr.n. oti/ anena ekena ākāren. a layasam. kleśavigatah. śr.n. oti/ evam. hi bodhisattvah. asam. klis. t. o

dharmam. śr.n. oti/

tatra katham. bodhisattvah. aviks. ipto dharmam. śr.n. oti/ pam. cabhir ākāraih. / (12) ājñācitta (13) ekāgracittah. (14)

avahitaśrotrah. (15) samāvarjitamānasah. (16) sarvacetasā samanvāhr. tya dharmam. śr.n. oti/ evam. hi bodhisattvah. śrutam.

paryes.ate/

（翻訳は省略するが、『菩薩地』は、16の聞法のあり方を、大きく、A）雑染（心の汚れ）なく聞く、B）散乱せず（心乱れ

ず）に聞くことに分ける。さらに、A）雑染なく聞くことというなか、「雑染」とは、頑固さ、軽蔑、落ち込みという 3つと

する。それらを離れて聞くことが、順に、1〜6、7〜10、11 の項目で示されていると解釈する。そして、B）散乱せずに聞

くことに、12〜16の 5つの聞き方（あり方）を配当する。）

31 C snyeng

32 PGN sun ci phyin, DCL sun phyin ci log

33 PGN bsnyas

34 C smon, P smrad

35 P mkur, N bskur

36 PGN kyi

37 PGN len

38 PGN om. dag

39 C dang

40 P sams

41 PGN do

42 C zhen, L nyan

43 PGN ins. dag

44 N btsug

45 DC nyan par, PGN nye bar

46 ma ʼbrel, L mang brel

47 N bsgrub

48 mi ʼdzin: L ming dzin
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フランスにおけるギュンター・アンダース

渡名喜 庸哲

�）Austriaca, no. 35：«Günther Anders», Centre dʼÉtudes et de Recherches Autrichiennes, Université de Rouen,

décembre 1992.

�）Christophe David et Karin Parienti-Maire（dir.）, Günther Anders. Agir pour repousser la fin du monde,

Tumultes, no. 28-29, Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques, Université Paris

Diderot-Paris 7, 2007.

「フクシマの後で」、ふたたび読み返すべき、あるいは新たに読みはじめるべき哲学者のうち、ギュンター・アン

ダース（Günther Anders, 1902-1992）の名が挙げられるべきであることは論を待たない。それはもちろん、アン

ダースが、「アウシュヴィッツ」、「ヒロシマ」はおろか「チェルノブイリ」にいたるまで現代産業社会の「破局」

と呼ぶべき出来事について思考し行動することを自らの課題として捉えた稀有な哲学者であったためだ。「ヒロシ

マの後」、広島、長崎を訪問し 1、両市への原子爆弾投下作戦に参加した米軍パイロットのクロード・イーザリー

と書簡を交わし 2、「アウシュヴィッツの後」、アドルフ・アイヒマンの息子との会話を試み 3、そのような実践を

経て「科学技術」を軸にした現代の「原子力の時代」についての考察をその究極的な──すなわち悲劇的な──結

末について触れることも臆さず展開したアンダースについて 4、その思想内容をどう評価するにせよ、少なくとも

彼の議論を「フクシマの後」という文脈に置きなおして考えてみることの意義はけっして低く見積もるべきではな

い。だが、アンダースを召喚すべき理由はそれだけにはとどまらない。アンダースの仕事のきわめて重要な部分が

まさしく「ヒロシマ」をめぐるものであるにもかかわらず、日本において、アンダースの思想に向けられた関心は

これまで驚くほど少なく、また容易に入手可能な著作はほとんど皆無なのだ。『橋の上の男』および『ヒロシマわ

が罪と罰』は長らく絶版が続いており、ドイツでは 1982年に『ヒロシマはいたるところに』という表題のもと、

この二著に 1964年の『死者たち 三度の世界戦争について』を加えて一巻本として編集されなおされたのにもか

かわらず 5、この主著というべき著作全体の邦訳はいまだない。またアンダースの核についての論考をまとめた

1981年の『核の脅威』にいたってはまったく未邦訳のままなのである 6。

本稿は、ギュンター・アンダース研究が比較的進んだフランスにおいて、アンダースの思想をとりあげた二つの

学術誌を取り上げ、その内容を紹介するとともに、あわせてフランスにおけるアンダース受容の現況について概観

したい。取り上げるのは、冒頭に掲げたルーアン大学オーストリア研究所が継続的に公刊している『オーストリ

アーカ』第 35号のギュンター・アンダース特集号（1992年）およびパリ第�大学実践社会学および政治表象研究

所（CSPRP）の機関誌『トゥムルト〔騒擾〕』第 28-29号、クリストフ・ダヴィッド、カリン・パリエンティ＝

メール編『ギュンター・アンダース 世界の終末を遅らせるために為すこと』（2007年）である。フランスではほ

かにもアンダースに関する概説書、研究書が公刊されていないわけではないが 7、とりわけこの二著を選んだの

は、そこからアンダース思想の豊穣さがはっきりと浮かび上がってくるからである。

これら二誌の詳細に触れるまえに、アンダースとフランスの接点を確認することからはじめよう。1902年ブレ

スラウ（現在のポーランド、ヴロツワフ）のユダヤ系の家に生まれた本名ギュンター・シュテルンは、カッシー

ラー、フッサール、ハイデガーらに師事した後、1933年、すなわちナチスの政権掌握の年に、当時の妻のハンナ

──無論、後のハンナ・アレント──とともにドイツを脱出し、パリへと亡命する。パリでは実の従兄弟のヴァル
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ター・ベンヤミンと「反ファシスト」運動に参加したりシュテファン・ツヴァイクらの作家・芸術家と交わったり

していたほか、アレクサンドル・コイレやアレクサンドル・コジェーヴらがパリで創刊したばかりの『哲学探究

（Recherches philosophiques）』という前衛的な哲学雑誌に「ア・ポステリオリなものの解釈」および「自由の病理

学」という二つの哲学論文を載せている 8。この『哲学探究』誌は、ハイデガーやシェーラーの同時期の論考の仏

訳のほか、エマニュエル・レヴィナス、ジャック・ラカン、ジャン＝ポール・サルトルといった若き哲学者たちに

執筆の機会を与えていただけに、戦後フランス思想の生成期における交錯関係を垣間見させてくれるものである。

ちなみに、『オーストリアーカ』誌の編集者に寄せられた晩年のアンダースの手紙は、アンダース自身が次のよう

に明記しているだけにきわめて重要である。

私が『哲学探究』（34年か 35年と 36 年）に寄稿したものはフランス語でだけ読むことができます。これは、

サルトルが私に語ってくれたことですが「自由の刑に処されている」といった概念を通じて、彼の『存在と

無』にとって決定的なものとなったとのことです。またそのときの翻訳は、E. レヴィナスと私が共同で行

なったものですが、これは非常に良い評価を受けました 9。

とはいえ、戦後フランスの思想界では、アンダースの思想に対して注目が集まることはほとんどなかった。『時代

おくれの人間』の草稿は、あまりにもそれが反時代的であったためかフランスでの公刊を打診されたサルトルやガ

ブリエル・マルセルらの関心を引かなかったらしい。ジル・ドゥルーズが『意味の論理学』でアンダースの「自由

の病理学」を引いているのは、きわめて稀な例外だと言うべきだろう 10。

こうした全般的な情勢が転換する契機となったのが、1990年に──この日付が「チェルノブイリの後」だとい

うのもけっして偶然ではあるまい──、その後アンダース研究をリードすることになるコンラート・パウル・リー

スマンがウィーンで主催したギュンター・アンダースをめぐるシンポジウムであろう 11。ここでは、フッサールや

ハイデガーとの影響関係、エルンスト・ブロッホとの比較、あるいはアンダースのメディア論や文芸論の検討、彼

の技術哲学や原子力時代についての考察など多岐にわたった主題が取り上げられ、アンダース思想の全体像がはっ

きりと示されることになった。

本稿が第一にとりあげる『オーストリアーカ』のアンダース特集号はまさにこのリースマンのドイツ語の論集と

同じ年に公刊されているだけにいっそう重要である。フランスにおけるアンダースの本格的な導入の口火を切るも

のとなったからである。編者の短い序文と、この編者に宛てたアンダースの手紙からはじまる同書は、アンダース

が 1979年および 1985年にドイツ語で行なった�つの対話を掲載している。これがアンダースの生涯および仕事に

ついての簡潔な紹介の代わりとなっている。それに続く論考は、同誌がルーアン大学のオーストリア研究所が公刊

するシリーズの一冊をなしていることも反映してか、全 12 本のうち、�本がドイツ語のままである。コンラー

ト・リースマンの「ギュンター・アンダースと哲学」をはじめ、ドイツ・オーストリアにおけるアンダース研究を

紹介するといった色彩が強い。ユルゲン・ドールの論考はフランス語のものだが、戦後のオーストリアにおいて起

こったアンダースとフリードリヒ・トールベルクとの論争をめぐるものである。その他のフランス語のものとして

は、ジャン＝ピエール・ファーユのアンダースとの出会いを綴った短文は、アンダースとハイデガー夫人との親し

さに触れるものだが、実際のところは信頼に足る伝記的研究を待つほかはあるまい。もちろん、すでにして、フィ

リップ・イヴェルネルの「カフカ、ブレヒト、ヒロシマのパイロットのあいだ」、ジャック・ル＝リデールの

「ギュンター・アンダースとユダヤ・アイデンティティ」、アンドレアス・プエルスマンのアンダースにおける物語

論など、アンダースの全体像を紹介するにふさわしい主題を扱った今なお読むべき論考が掲載されている。また、

プフェルスマンによる巻末の年表および文献目録、関連文献の書評などは有益である。とはいえ、総じてアンダー

ス哲学の主たる争点である現代科学技術の問題、とりわけ核の問題についてはあまり触れられていないのが同誌の

特徴だろうか。

このアンダース特集以降、フランスにおいてもアンダースの著作の翻訳が少しずつ進められ、徐々に読まれる体

制が整っていく。そのなかで決定的な役割を果たしたのが、ジャン＝ピエール・デュピュイとクリストフ・ダ

ヴィッドであろう。
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2005年に公刊された『ツナミの小形而上学』（とくに第一章「始まりの時」）において、デュピュイはアンダー

スが援用するノアの寓話に着目し、そこから破局的な出来事を捉えるための特異な時間性の構造を読みとってい

る。同著においては、要所でアンダースに触れられているばかりでなく、こうした時間性の構造がデュピュイ自身

が展開する一連の破局論においても中心的な概念装置となっているだけに、アンダースの思想的継承という点で

デュピュイがはたした役割はきわめて大きいものであると言える 12。デュピュイはさらに、『ヒロシマはいたると

ころに』の仏訳が 2008年に公刊されたとき、これに「ギュンター・アンダース、原子力時代の哲学者」という長

文の序文を寄せている 13。これは同著の紹介にとどまらずに、アンダースの二人の同時代人、すなわちハンス・ヨ

ナスとハンナ・アレントについて言及し、『責任の原理』や『イェルサレムのアイヒマン』などで彼らが展開した

議論との関連のなかでアンダースを位置づけるきわめて興味深いものである。

もう一人、クリストフ・ダヴィッドは、現在レンヌ大学准教授であり、これまでアドルノ、ベンヤミンといった

20世紀ドイツ思想研究の立場からアンダースの研究および翻訳を行なってきた。アドルノの『形而上学』や『書

簡集』などの仏訳に加え、アンダースの『時代おくれの人間』（�巻本）、『核の脅威』などの仏訳は彼によるもの

である。こうした仕事を経て、ダヴィッドはさらに、アンダースの思想および実践の中核をなしていた原子力エネ

ルギーの問題をも自らの課題として引きうけ、ドイツにおける原子力をめぐる社会的・思想的動向全般に関しても

精力的に研究を進めている。とりわけ、2009年に、パリ第�大学において、本誌に論考が掲載されたエティエン

ヌ・タッサンとともに、「原子力エネルギーについての思考の練成場としてのドイツ」（ALIEN : LʼAllemagne

comme Laboratoire dʼIdées sur lʼEnergie Nucléaire）という連続講演会を主催した。毎回ドイツ、フランスから専

門家を招き、「ドイツにおける原子力の軍事利用の歴史」、「ドイツにおける原子力の民生利用の歴史」、「カール・

ヤスパース」、「原子力脱出綱領」、「ロベルト・ユンク、ヒロシマから原子力国家へ」、「平和運動と反核運動」、

「ギュンター・アンダースと原子力の脅威」といったテーマで半年にわたって継続的な議論を行なっている 14。

このクリストフ・ダヴィッドが中心となって編集したのが本稿が取り上げる�冊目の論集『ギュンター・アン

ダース 世界の終末を遅らせるために為すこと』である。ギュンター・アンダースの未仏訳の短編�本に加え、総

勢 20 名以上の寄稿者からなるこの論集は、全体で 400頁を超える大部のものとなっている。 部に分かれた同著

の第一部は現象学をめぐるものであり、いまだ若きギュンター・シュテルンが 1920年代に書いた「聴取の現象学

への寄与」という音楽現象学論の仏訳のほか、フッサールやハイデガーに対するアンダースの関係を扱った論文が

掲載されている。第�部はアンダースの倫理思想およびその実践活動を主題としており、内容的にも分量的にも本

論集の中核をなしている。クリストフ・ダヴィッドとディルク・レプケの共著によるアンダースにおける「モラリ

ズム」の問題を論じた論文を先頭にし、第�部においては、アンダース自身の「平和主義の終焉」（1987年）、「非

暴力的異議申し立ては十分か」（1987年）、さらには 1963年のアドルノとの書簡の仏訳が収められているほか、ア

ンダースにおける「ショアー」の問題、クロード・イーザリーとの対話の問題、さらにはアンダースとアドルノ、

アンダースとエルンスト・ブロッホとの対照が取り上げられている。青木隆嘉氏が日本におけるアンダース受容に

ついての論考を寄稿していることも付言しておこう。第!部はアンダースの人間学が主題となっている。アンダー

ス自身の精神分析論（1934年の「狂人たちの絵画」、1953年の「文化と逸脱」）に加え、同論集の共編者であるパ

リエンティ＝メールによるアンダースとアレントの関係を論じた論考などが含まれている。第�部のテーマは技術

論である。1987年のアンダースの「機械の破壊者？」に加え、とりわえエーリヒ・ヘールの「ギュンター・アン

ダースとサイバネティックスの問題」を副題とする論考が出色である。「ギュンター・アンダースの眼鏡を通じて

世界を見る」と題された第 部には、上の�部にまとまりきらなかったさまざまなテーマを論じたものがまとめら

れている。1933年、すなわちドイツからの亡命のさなかにアンダースが執筆した「失業者たちの人間学」に加え、

アンダースにおける労働の問題、グローバリゼーションの文脈でアンダースを読む意義などが論じられている。以

上のように、同論集は単にアンダースの紹介にとどまらず、きわめて多岐にわたるアンダース像を描き出すことに

成功しているだろう。

漏れ聞くところによると、フランスの文芸誌『ヨーロッパ』がさらなるアンダース特集号を準備しているらし

い。いずれにせよ、フランスにおいては、「ヒロシマ」の遍在性を自らの一生涯の対決課題として立てたこの思想

家に耳を傾けることが「アポカリプス不感症」から抜け出る一つの方法であることがこの日本以上に真剣に受け止
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められていることはまちがいない。

注

1 Der Mann auf der Brucke : Tagebuch aus Hirosima und Nagasaki, C. H. Beck, 1959. 〔『橋の上の男 広島と長崎の日記』篠原

正瑛訳、朝日新聞社、1960年〕

2 Off limits für das Gewissen : der Briefwechsel zwischen dem Hiroshima-Piloten Claude Eatherly und Günther Anders,

Rowohlt, 1961. 〔『ヒロシマわが罪と罰 原爆パイロットの苦悩の手紙』篠原正瑛訳、筑摩書房、1962年〕

3 Wir Eichmannsöhne : offener Brief an Klaus Eichmann, C. H. Beck, 1964. 〔『われらはみな、アイヒマンの息子』岩淵達治訳、

晶文社、2007年〕

4 Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. �, Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, C. H. Beck, 1956 ; Die

Antiquiertheit des Menschen, Bd. 2, Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution, C. H.

Beck, 1980. 〔『時代おくれの人間』青木隆嘉訳、上下巻、法政大学出版局、1994年〕

5 Hiroshima ist überall, C. H. Beck, 1982.

6 Die atomare Drohung : Radikale Überlegungen zum atomaren Zeitalter, C.H. Beck, 1981. 同著に収録された論文のうち、「核の

時代についてのテーゼ── 1959年」については、邦訳が矢野久美子訳で『現代思想』2003年9月号に見られる。以上のよ

うな次第であるだけにいっそう、『時代おくれの人間』に加えて『異端の思想［Ketzereien］』（法政大学出版局、1997年）、

『世界なき人間［Mensch ohne Welt］』（法政大学出版局、1998年）などを邦訳しアンダースの日本への導入に尽力した青木

隆嘉氏の功績は特筆すべきである。

7 Thierry Simonelli, Günther Anders : De la désuétude de l’homme, Éditions du Jasmin, 2004 ; Daglind Sonolet, Günther

Anders : phénoménologue de la technique, Presses universitaires de Bordeaux, 2006 ; Édouard Jolly, Nihilisme et technique :

études sur Günther Anders, EuroPhilosophie, 2010.

8 Günther Stern, «Une interprétation de lʼa posteriori», Recherches philosophiques, vol. 4, 1934 ; «Pathologie de la liberté»,

Recherches philosophiques, vol. 6, 1936.

9 アンドレアス・プフェルスマンへの手紙（Austriaca, op. cit., p. 5）を参照。アンダースのフランスの哲学者への影響につい

ては、『トゥムルト』誌のクリストフ・ダヴィッドの序文も参照。

10 Gilles Deleuze, Logique du sens, Minuit, 1969, p. 186 sq.

11 Konrad Paul Liessmann（Hg. ）,Günther Anders kontrovers, C. H. Beck, 1992. 付言すると、同著に加え、やはりリースマンが

主導的な役を担っている Text ＋ Kritik, vol. 115, 1992 のアンダース特集号および Elke Schubert, Günther Anders : mit

Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rowohlt, 1992 が基礎文献である。

12 ジャン-ピエール・デュピュイ『ツナミの小形而上学』嶋崎正樹訳、岩波書店、2011年。

13 Jean-Pierre Dupuy, «Günther Anders, le philosophe de lʼâge atomique», préface à Günther Anders, Hiroshima est partout,

Seuil, 2008.

14 以下のウェブサイトでその記録の一部が見られる（フランス語）。http://pacen. in2p3. fr/spip. php?rubrique37
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彙報

東洋大学国際哲学研究センター 2012 年度研究成果概要

（2013 年�月�日現在）

研究プロジェクトの概要及び研究組織

概要

国際哲学研究センター（IRCP）は 2011 年�月末に「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」として採択され�

月�日に正式に発足しました。その趣旨として私たちは以下のことを掲げております。

「グローバル化が進み、価値観の多様化とともに、未来への方向性を見極めかねている現代社会にあって、人間

と社会のあり方を根源的に問い直す哲学的探究が求められています。本センターはこの地球的課題に応えるために

哲学研究の国際的ネットワークを形成し、井上円了哲学の現代的役割を国際的に発信するとともに、東西思想の差

異するところを踏まえつつ世界的連携を創出することを目指します。」

そして次の三つのユニットをつくりました。

① 第�ユニットは、明治以降の日本思想、特に本学の創立者である井上円了の哲学を全世界的に発信しま

す。そのために円了哲学を深めるとともに国際井上円了学会の設立に向けての研究事業を推進します。

② 第�ユニットは、三つのユニットを理論的かつ実践的な手立てで方法論的に支えるとともに、世界的に共

有可能な諸学の基盤をなす新たな「普遍的方法論」の構築を目指します。実践的課題としては「ポスト福

島の哲学」を設定しております。

③ 第�ユニットは、不安定な相対主義とそれの裏腹である一極主義の浸透により争乱と混乱のうちにある現

代社会に対して「共生」を鍵に東洋的思想の特質を積極的に取りだしつつ、単なる多様性（variety）で

はなく別個性（diversity）を乗り越える新しい世界観を提示すべく努めます。

本センターのあゆみ

2012 年�月 23 日 第�ユニット 第�回研究会：村上勝三「デカルト形而上学の方法としての「省察 medita-

tio」について」

�月 25 日 第�回総会

�月 ニューズレター（日・英）Vol. 3刊行

�月 23 日 第�ユニット 第�回研究会：バフマン・ザキプール「大乗仏教とイラン人との関係 ─パル

ティア人から黎明の叡智へ─」

�月 27日 第�ユニット 第�回研究会：村山保史「明治期の東京大学における外国人哲学教師」

�月 30 日 国際井上円了学会 アルザス研究集会「井上円了とその時代」

�月 �日 第�ユニット 第�回研究会：宮本万里「ブータン──「幸福社会」という国づくり」

�月 �日 第�ユニット 第�回「ポスト福島の哲学」講演会：ジャン＝ピエール・デュピュイ「破局的

な状況を前にした合理的選択」、一ノ瀬正樹「放射能問題の被害性──哲学は復興に向けて何

を語れるか」

�月 	日 第�ユニット 出張報告会：山口一郎「ドイツにおける「価値」と「学問」を巡る諸問題」

�月 11 日 第�ユニット ワークショップ「西田幾多郎の宗教哲学 キリスト教と仏教の立場から」

�月 27日 第�ユニット 第�回研究会：相楽勉「哲学導入期の「実在」問題」


月 24日〜30 日 第�ユニット ブータンにおける多文化共生研究集会・現地調査研究集会・現地調査

	月 13 日 第�ユニット 第�回研究会：呉震「近世日本における中国善書の流伝およびその影響─中江
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藤樹の宗教観を中心に─」

	月 15 日 国際井上円了学会設立大会・記念講演・公開シンポジウム

	月 16日 東洋大学創立 125周年記念国際シンポジウム「グローバルな現実に立ちむかう哲学」

	月 22 日 第�ユニット 第�回「ポスト福島の哲学」講演会：エティエンヌ・タッサン「フクシマは今

エコロジー的危機の政治哲学についての 12 の提言」

10 月 �日 第�ユニット 第�回研究会：ジャヤンドラ・ソーニー「インド哲学史におけるいくつかの観

点の間文化的な妥当性」

10 月 �日 第�ユニット 第�回「ポスト福島の哲学」講演会：吉野裕之・木田裕子・疋田香澄「避難者

支援をめぐって」

10 月 13 日 第�ユニット WEB国際会議「哲学の方法としての直観と反省」

10 月 19日 第�ユニット 第�回「ポスト福島の哲学」講演会：鎌仲ひとみ「『内部被ばくを生き抜く』

をめぐって」

10 月 25 日 第�ユニット 第�回研究会：矢内義顕「アンセルムスの思想における『共生』」

10 月 31 日 第�ユニット 第�回研究会：石田安実「プラシーボ効果から見た心身関係」

10 月 31 日 第�ユニット 第�回研究会：岩井昌悟「日本をどう考えるのか─井上円了の忠と孝─」

11 月 ニューズレター（日・英）Vol. 4 刊行

11 月 �日 国際シンポジウム「共生の哲学に向けて─イスラームとの対話─」

11 月 10 日 共催シンポジウム 第�回宗教と環境シンポジウム「新しい文明原理の生活化と宗教Ⅱ」（宗

教・研究者エコイニシアティブ主催、於天理大学）

11 月 14日 第�ユニット WEB国際講演会：吉田公平「日本近代における漢学と西学─中江兆民を中心

に─」

11 月 22 日 第�ユニット 研究報告会：宮本久義・堀内俊郎・三澤祐嗣「ブータンにおける多文化共生研

究集会・現地調査」報告会

11 月 28日 第�ユニット 第�回研究会：佐藤厚「井上円了における伝統仏教教学体系と仏教・哲学一致

論」

12 月 �日 第�ユニット 第�回研究会：井上克人「明治の哲学界：有機体の哲学とその系譜」

12 月 13 日 第�ユニット 第�回研究会：呉光輝「中国における日本近代哲学研究の現状」

12 月 15 日 シンポジウム「〈法〉概念の時間と空間──〈法〉の多様性とその可能性を探る」

2013 年�月 12 日 第�ユニット 第�回「ポスト福島の哲学」講演会：高橋哲哉・村上勝三

�月 14日 第�ユニット 第
回研究会：小坂国継

�月 28日 第�ユニット 第�回研究会：末永恵子・松島哲久

�月 『国際哲学研究』�号刊行

�月 『国際哲学研究』別冊�「ポスト福島の哲学」刊行

�月 『国際哲学研究』別冊�「〈法〉概念の時間と空間──〈法〉の多様性とその可能性を探る」刊

行

�月 ニューズレター（日・英）Vol. 5 刊行

研究組織

研究員・研究助手・RA

【第�ユニット】

竹村牧男、吉田公平、相楽勉☆、小路口聡◎、岩井昌悟〇、伊吹敦、三浦節夫

【第�ユニット】

村上勝三★、山口一郎◎、野間信幸、沼田一郎〇、坂井多穂子、清水高志、大野岳史
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【第�ユニット】

宮本久義☆◎、長島隆〇、永井晋〇、山口しのぶ、橋本泰元、渡辺章悟、朝倉輝一、 菊地章太、曽田長人

（★＝センター長 ☆＝副センター長 ◎＝プロジェクトリーダー 〇＝副プロジェクトリーダー）

【研究助手】

白井雅人、渡名喜庸哲、堀内俊郎

【プロジェクト・リサーチ・アシスタント】

播本崇史、竹中久留美、三澤祐嗣

客員研究員（50 音順）

伊東多佳子（富山大学芸術文化学部准教授）、稲垣諭（東洋大学・立教大学非常勤講師）、井上忠男（日本赤十字

秋田看護大学教授）、大西克智（埼玉大学・東京藝術大学・神奈川大学非常勤講師）、小野純一（ベルギー・ゲン

ト大学臨時講師、東京大学大学院）、黒田昭信（セルジー・ポントワーズ大学准教授）、ケネス・田中（武蔵野大

学教授）、小坂国継（日本大学大学院総合社会情報研究科教授）、呉震（復旦大学哲学学院教授）、コプフ・ゲレ

オン（ルーター大学准教授）、斎藤明（東京大学大学院人文社会系研究科教授）、佐藤厚（東洋大学他非常勤講

師）、ジェームズ・バスキンド（九州工業大学准教授）、武内大（東洋大学非常勤講師）、バイカル（桜美林大学

人文学系リベラルアーツ学群専任准教授）、バフマン・ザキプール（世界宗教研究センター、Moasese-ye

Marefat wa Pajuhesh（イラン）講師、大正大学大学院在籍）、フレデリック・ジラール（フランス極東学院教

授）、村松聡（早稲田大学文学学術院准教授）、山内廣隆（広島大学教授）、ライナ・シュルツァ（井上円了研究

センター客員研究員）、渡辺博之（東洋大学非常勤講師）

評価委員（50 音順）

浅野清（東洋大学経済学部教授）

岡崎久彦（元駐タイ大使）

クラウス・リーゼンフーバー（上智大学名誉教授）

清水博（東京大学名誉教授）

高山守（東京大学人文社会系研究科教授）

研究成果の概要（2013 年�月�日現在。それ以降のものは予定）

【シンポジウム】

�．東洋大学創立 125周年記念国際シンポジウム「グローバルな現実に立ちむかう哲学」（東洋大学白山キャンパ

ス�号館 16階スカイホール、2012 年	月 16日）

開会の挨拶：村上勝三（国際哲学研究センター（IRCP））

学長挨拶：竹村牧男（東洋大学学長、IRCP）

ジャヤンドラ・ソーニー（インスブルック大学）「ジャイナ教における非暴力の哲学的正当化」

呉震（復旦大学、IRCP客員研究員）「徳川日本の心学運動における中国的要素について」

エティエンヌ・タッサン（パリ第七大学）「グローバリゼーションの時代における人間の条件」

ケネス田中（武蔵野大学、IRCP客員研究員）「アメリカに浸透する仏教─その現状と意義」

コメンテーターより問題提起：村上勝三

総合討論 司会：山口一郎（IRCP）

閉会の挨拶：宮本久義（IRCP）

�．国際シンポジウム「共生の哲学に向けて─イスラームとの対話─」（東洋大学白山キャンパス�号館 16階スカ

イホール、2012 年 11 月�日）
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開会の辞：宮本久義

アブドッラヒーム・ギャヴァーヒー（世界宗教センター）「イスラームと神道の対話：文化的理解と協力のた

めに」

森瑞枝（国学院大学）「本居宣長の「漢意」批判について」

ダヴード・フェイラーヒー（テヘラン大学）「現代イスラーム：御言葉と学問の間」

黒田壽郎「イスラームと共存の可能性─仏教との比較の観点から」

ビジャン・アブドルカリミー（イラン・イスラーム自由大学）「比較哲学の重要性と必要性」

鎌田繁（東京大学）「他者との共生とイスラーム」

ハッサン・サイード＝アラブ（Encyclopedia Islamica Foundation）「コルバンとスフラワルディー：イラン・

イスラームと現代哲学との対話」

小野純一（IRCP客員研究員）「スフラワルディー：純粋現象としての東洋」

ビジャン・アブドルカリミー「ハイデガーに触発されたアンリ・コルバンの洞察」

永井晋（IRCP）「アンリ・コルバンの現象学」

全体への質疑応答 チェアー：永井晋

閉会の辞：永井晋

�．シンポジウム「〈法〉概念の時間と空間──〈法〉の多様性とその可能性を探る」（東洋大学白山キャンパス�

号館�階 6217 教室、2012 年 12 月 15 日）

開会の辞：山口一郎

趣旨説明：沼田一郎（IRCP）

鈴木賢（北海道大学）「中国的法観念の特殊性について──非ルール的法、政治用具性をめぐって」

沼田一郎「古代インドにおける倫理と社会規範──ダルマ（dharma）と〈法〉概念の接点」

堀井聡江（桜美林大学）「イスラームにおける法の概念」

堀内俊郎（IRCP）「仏教における法概念の多様性─思想史的観点から─」

葛西康徳（東京大学）「古代ギリシアにおける法（Nomos）の概念について──とくに立法および立法者に

焦点を合わせて」

総合討論 司会：山口一郎

【国際講演会・国際会議】

�．WEB国際会議「哲学の方法としての直観と反省」（東洋大学白山キャンパス�号館�階特別会議室、2012 年

10 月 13 日）

山口一郎 「直観と反省をめぐって──西田とフッサール」

黒田昭信（セルジー・ポントワーズ大学）「行為的直観と自覚──諸科学の方法の基礎と哲学の方法」

ジョスラン・ブノワ（パリ第�大学）「「超反省」に対するいくつかの反省」

岡田光弘（慶應義塾大学）「論証形成における直観的明証性と形式的明証性」

コメンテーター：ゲオルグ・シュテンガー（ウィーン大学）

司会：村上勝三

�．WEB国際講演会（東洋大学白山キャンパス�号館�階特別会議室、2012 年 11 月 14日）

吉田公平（IRCP）「日本近代における漢学と西学：中江兆民を中心に」

【ワークショップ】

�．第�ユニット ワークショップ「西田幾多郎の宗教哲学 キリスト教と仏教の立場から」（東洋大学白山キャ

ンパス�号館�階 5201教室、2012 年�月 11 日）
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ゲレオン・コプフ（Luther 大学、IRCP客員研究員）「西田幾多郎における中国仏教について」

石井砂母亜（ルーテル学院大学）「西田哲学とキリスト教─愛の概念の展開として」

小坂国継（日本大学）「西田哲学と宗教哲学」

【発行物】

�．『国際哲学研究』（2013 年�月刊行）

�．『国際哲学研究』 別冊�「ポスト福島の哲学」（2013 年�月刊行）

目次

はじめに（村上勝三）

ジャン＝ピエール・デュピュイ「極端な出来事に直面しての合理的選択」

一ノ瀬正樹「放射能問題の被害性──哲学は復興に向けて何を語れるか──」

エティエンヌ・タッサン「フクシマは今──エコロジー的危機の政治哲学のための 12 の注記──」

吉野裕之「福島の現状──保養の必要性──」

木田裕子「希望をつなぐ」

疋田香澄「当事者の多様な判断と選択を尊重する支援」

鎌仲ひとみ「『内部被ばくを生き抜く』をめぐって」

�．『国際哲学研究』 別冊�「〈法〉概念の時間と空間──〈法〉の多様性とその可能性を探る」（2013 年�月刊

行）

目次

はじめに（沼田一郎）

鈴木賢「中国的法観念の特殊性について──非ルール的法のゆくえをめぐって──」

沼田一郎「古代インドにおける倫理と社会規範──ダルマと〈法〉概念の接点──」

堀井聡江「イスラームにおける法の概念──中東を中心に──」

堀内俊郎「仏教における法概念の多様性──思想史的観点から──」

葛西康徳「古代ギリシアにおける法（nomos）の概念について──とくに「立法」および「立法者」に焦点を

あわせて──」

国際井上円了学会

【概要】

趣旨

日本が近代国家の体制を模索し始めた明治初期、井上円了という一人の優れた哲学者・教育者が現れました。彼

は日本の哲学研究の礎を築き、哲学教育に基づく人材育成のための学校・「私立哲学館」を開き、また全国を奔走

して一般民衆の知性の開発に尽力するなど、生涯にわたり広く教育事業に挺身した人でした。さらに井上円了は哲

学関係を初めとする膨大な著作を残すなど、多彩な業績を認めることができます。

日本の近代化の初期にあって、三度の海外視察をふまえ、哲学という観点から民衆の教育と社会の改革・改良に

大きな役割を果たし、その後の日本の行方に少なからぬ影響を与えた一人の人間の足跡は、今日、あらためて深く

顧みられてよいでしょう。

「私立哲学館」を継承した東洋大学では、2011 年度、国際哲学研究センターを設立し、国際的な連携のもとに井

上円了に関する研究を強力に推進することにしました。このことにともない、「国際井上円了学会」を立ち上げ、

定期もしくは不定期の学術大会・研究集会を開催するなどの活動を行います。
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設立年月日

2012 年	月 15 日

役員組織

会長：竹村牧男

副会長：三浦節夫

理事：村上勝三、小路口聡、相楽勉、黒田昭信、大熊廣一、Frédéric Girard、呉震、Gereon Kopf、Ulrich Sieg、

Rainer Schulzer

【研究活動】

�．国際井上円了学会フランス・アルザス研究集会「井上円了とその時代」（於フランス・アルザス・欧州日本学

研究所、2012 年�月 30 日）

開会の辞：竹村牧男

歓迎の辞：サカエ・ジルー・ムラカミ（CEEJA）

三浦節夫（IRCP）「井上円了の生涯」

竹村牧男「井上円了の哲学について」

ライナ・シュルツァ（IRCP客員研究員）「大乗哲学とスピノザ哲学の比較についての井上円了の考え」

市川義則（パリ国際大学都市日本館図書室）「井上円了の洋行と日本人の海外移住─民衆教育者としての一側

面─」

エディ・デュフルモン（ボルドー第�大学）「唯物論と無神論をめぐる論争─兆民、円了と仏教─」

フレデリック・ジラール（フランス極東学院）「明治期仏教界の状況について」

黒田昭信「思想史の方法論──思想の受容史から受容の思想史へ──」

全体討論

閉会の辞：三浦節夫

�．国際井上円了学会設立大会（於東洋大学白山キャンパス�号館 16階スカイホール、2012 年	月 15 日）

開会の辞：三浦節夫

設立記念講演：竹村牧男「井上円了の哲学について」

公開シンポジウム「国際人・井上円了──その思想と行動──」

ゲレオン・コプフ「井上円了の近代仏教」

ミヒャエル・ブルチャー（東京大学）「井上円了における「主躰」─日本思想の近代化についての一考察」

王青（中国社会科学院）「蔡元培と井上円了の宗教思想の比較研究」

ライナ・シュルツァ「世界哲学の交差点─井上円了における理論哲学と実践哲学─」

三浦節夫「井上円了の世界旅行」

討論

閉会あいさつ：村上勝三

【発行物】

�．『国際井上円了研究』第�号

目次

竹村牧男「創刊にあたって」

フランス研究集会報告

三浦節夫「井上円了の生涯」

竹村牧男「井上円了の哲学について」
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シュルツァ、ライナ「大乗哲学とスピノザ哲学の比較についての井上円了の考え」

市川義則「井上円了の洋行と日本人の海外移住──民衆教育者としての一側面」

デュフルモン、エディ「井上円了の時代を理解するための一考。中江兆民と仏教」

ジラール、フレデリック「明治期に於ける佛教の状況について」

黒田昭信「思想史の方法論──思想の受容史から受容の思想史へ」

国際井上円了学会設立大会報告」

竹村牧男「井上円了の哲学について」

コプフ、ゲレオン「井上円了の「近代仏教」」

ブルチャー、ミヒャエル「井上円了における「主躰」─日本思想の近代化についての一考察」

王青「蔡元培と井上円了における宗教思想の比較研究」

シュルツァ、ライナ「世界哲学の交差点─井上円了における理論哲学と実践哲学─」

三浦節夫「井上円了の世界旅行」

討論

研究論文等の発表

著書

渡辺章悟『絵解き般若心経─般若心経の文化的研究』ノンブル社、2012 年�月、pp. 1-249.

相楽勉［共編著］『科学と技術への問い─ハイデッガー研究会第三論集』理想社、2012 年�月、pp. 1-277.

堀内俊郎［共著］「中期瑜伽行派の思想」『シリーズ大乗仏教』（春秋社、pp. 111-149、2012 年
月）

竹村牧男『〈宗教〉の核心 西田幾多郎と鈴木大拙に学ぶ』（春秋社、2012 年 10 月、pp. 1-259）

村上勝三『デカルト形而上学の成立』（第二版）（講談社学術文庫、2012 年 10 月、pp. 1-383）

村上勝三［共著］「ライプニッツはデカルトとどのように対決したのか」『ライプニッツ読本』（法政大学出版局、

pp. 184-195、2012 年 10 月）

村上勝三［共著］「形而上学と超越」『形而上学の可能性を求めて 山本信の哲学』（工作舎、pp. 195-203、2012 年

10 月）

山口一郎『現象学ことはじめ 改訂版』（日本評論社、2012 年 10 月、pp. 1-343）

山口一郎［共著］「微小表象と受動的綜合」『ライプニッツ読本』（酒井潔他（編）、法政大学出版局、pp. 284-301、

2012 年 10 月）

吉田公平『中国近世の心学思想』（研文出版、2012 年 10 月、pp. 1-482）

菊地章太［分担執筆］「思考のパラダイム」（東洋大学編『哲学をしよう！ 考えるヒント 30』大成出版社、pp.

44-52、2012 年 11 月）

清水高志［共著］「集合的知性」（東洋大学編『哲学をしよう 考えるヒント 30 “Living philosophy！”』、大成出

版社、pp. 340-347、2012 年 11 月）

三浦節夫『人間・井上円了』（東洋大学史ブックレット�、東洋大学、2012 年 11 月、pp. 1-48）

菊地章太『妖怪学の祖 井上圓了』（角川選書 518、角川学芸出版、2013 年�月、pp. 1-216）

菊地章太『妖精たちのラビリンス ̶ 西洋妖怪紀行』（角川学芸出版、2013 年�月、pp. 1-224）

清水高志『ミシェル・セール はじまりの風景』（白水社、2013 年）

小路口聡［共編著］『哲学資源としての中国思想──吉田公平教授退休記念論集』（研文出版、2013 年）

研究論文

伊吹敦「南宋・金の衰亡と禅（下之下） 要説・中国禅思想史 33」（『禅文化』224 号、pp. 142-150、2012 年�月）

山口しのぶ「西インドのヒンドゥー教」（『朝倉世界地理講座�』（立川武蔵・杉本良男・海津正倫 編）朝倉書店、

pp. 315-322、2012 年�月）
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伊吹敦「モンゴルの中国支配と禅（上） 要説・中国禅思想史 34」（『禅文化』225号、pp. 64-72、2012 年�月）

菊地章太「切支丹でうすの魔法（一）南蛮わたりの邪宗門」（『怪』36 号、角川書店、pp. 154-158、2012 年�月）

橋本泰元 “Kabirʼ s doha: its History and Concepts”（Nagasaki, Hiroko ed., Indian and Persian Prosody and

Recitation, Delhi: Saujanya Publicatios, pp. 164-172, July 2012）

渡辺章悟「般若経の成立過程─智の展開を中心として」（日本仏教学会編『経典とは何か（二）─経典の成立と展

開受容』平楽寺書店、pp. 29-62、2012 年�月）

野間信幸著、高恵玲譯、呉佩珍導読「張文環與≪風月報≫（原題「張文環と風月報」）」（『中心到辺陲的重軌與分軌

──日本帝国與台湾文学、文化研究』収、国立台湾大学出版中心、2012 年
月）

渡名喜庸哲「レヴィナスにおける倫理と政治：プラトンとの対話と「もう一つのアルケー」」（『社会思想史研究』

（社会思想史学会）36 号、pp. 108-126、2012 年	月）

三浦節夫「井上円了の青少年時代の思想」（『井上円了センター年報』21号、pp. 51-86、2012 年	月）

伊吹敦「モンゴルの中国支配と禅（中） 要説・中国禅思想史 35」（『禅文化』226 号、pp. 102-110、2012 年 10 月）

菊地章太「切支丹でうすの魔法（二）小日向切支丹屋敷」（『怪』37 号、角川書店、pp. 210-214、2012 年 11 月）

清水高志「結合法論におけるライプニッツ」（『ライプニッツ研究』第�号、pp. 53-67、2012 年 11 月）

三浦節夫「東洋大学百二十五年の歩み」（『東洋大学 byAERA』、朝日新聞出版、pp. 84-89、2012 年 11 月）

朝倉輝一「ケアにおける承認の問題」（『東洋法学』第 56 号第�巻 通巻 123号、東洋法学会、2013 年�月）

曽田長人「カール・バルトによるスイス批判、反共産主義をめぐる論争─スイスにおける 1940 年代から 50 年代に

かけての「過去の克服」をめぐる一断面─」（『保坂一夫先生喜寿記念論集』、同学社、2013 年�月）

渡辺章悟「般若経の形成と展開」（『智慧・世界・ことば─大乗仏典Ⅰ』第�章（シリーズ大乗仏教・第�巻）春秋

社、pp. 1-53、2013 年�月）

伊吹敦「道璿は天台教學に詳しかったか？」（『印度学佛教学研究』61巻�号、2013 年�月）

伊吹敦「初期の禪宗が日本の佛教に與えた影響─大安寺道璿を中心に─」（『東洋学論叢』66 集、2013 年�月）

岩井昌悟「チュンダの供養─ Pat.hamasam. bodhi の訳注研究」（『東洋学論叢』インド哲学科篇第 38 号（「東洋大学

文学部紀要」第 66 集）、2013 年�月）

大野岳史「スピノザの物体論における運動と静止」（『白山哲学』第 47 号、2013 年�月）

菊地章太「切支丹でうすの魔法（三）七代のちに復活す」（『怪』38 号、角川書店、2013 年�月）

菊地章太「罪を分解する─六朝道教の死霊祭祀から現代へ」（『東洋学研究』50号、2013 年�月）

坂井多穂子「楊萬里の『喜雨』詩について」（『東洋大学中国哲学文学科紀要』第 21号、2013 年�月）

相楽勉「井上哲次郎「現象即実在論」の方法論的意義」（『東洋学研究』第 50号、2013 年�月）

小路口聡「宋明心学における「現在」主義の哲学」（『哲学資源としての中国思想』研文出版、2013 年�月）

小路口聡「天地を生み出す良知について」（『東洋大学中国哲学文学科紀要』21号、2013 年�月）

白井雅人「自覚の事実とその展開 ──後期西田哲学における自覚の問題──」（『国際哲学研究』�号、2013 年

�月）

曽田長人「W. J. グッゲンハイム『日本への爆撃機』とスイスの「精神的国土防衛」」（『人間科学総合研究所紀要』

第 15号、東洋大学人間科学総合研究所、2013 年�月）

曽田長人「市民社会と古典教養─公共性の転換」（『現代ドイツへの新たな視座』第�巻、勉誠出版、2013 年�月）

竹中久留美「How does the blue arise？」（『東洋大学大学院紀要』第 49 集、2013 年�月）

永井晋 “IZUTSU TOSHIHIKO, M. DALISSIER”（S. NAGAI, Y. SUGIMURA（édité par）, Philosophie japonaise,

Librairie Philosophique J. Vrin, pp. 353-388, mars 2013）

沼田一郎「「贖罪」規定（prāyaścitta）の変容から見た dharma 文献の構造」（『印度学仏教学研究』（日本印度学

仏教学会）第 61巻第�号、2013 年�月）

沼田一郎「Bhāruci：Manuśāstravivaran. a 第
章訳注（�）」（『東洋学研究』第 50号（東洋大学東洋学研究所）、

2013 年�月）

沼田一郎「インド古代法における〈寄託〉概念」（『東洋学論叢』（東洋大学文学部紀要インド哲学科篇）第 38 号
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（東洋大学文学部）、2013 年�月）

野間信幸「張文環作品の原郷」（『東洋大学 中国哲学文学科紀要』第 21号、2013 年�月）

橋本泰元「スィク教研究─聖典の構成について」（『東洋学論叢（東洋大学文学部紀要第 66 集）』38 号、2013 年�

月）

播本崇史「明末天主教における「霊」と「理」に関する一考察」（『東洋大学中国哲学文学科紀要』21号、2013 年

�月）

堀内俊郎「『楞伽経』テキストの諸問題」（『印度学仏教学研究』、2013 年）

堀内俊郎「『釈軌論』第�章経節（62）─（63）訳注─多文化共生の基盤の構築に向けての「法を説き聞き・法を

聞く説く」こと─」（『国際哲学研究』�号、2013 年�月）

三浦節夫「井上円了の生涯」（『国際井上円了研究』�号、2013 年�月）

三浦節夫「井上円了の世界旅行」（『国際井上円了研究』�号、2013 年�月）

三澤祐嗣 “On the Theory of śuddhetarasr. s. t. i in the Ahirbudhnyasam. hitā”（Journal of Indian and Buddhist

studies, Vol. 61, 2013 年�月）

三澤祐嗣「サーンキヤ思想におけるグナ論─�種のグナによる輪廻の様相─」（『東洋学研究』第 50号、2013 年�

月）

三澤祐嗣「『ラクシュミー・タントラ』第�章訳註」（『東洋大学大学院紀要』第 49 集、2013 年�月）

山口しのぶ「『シヴァ・プラーナ』にみられるグシュメーシュヴァラ・ジョーティルリンガの縁起譚」（『東洋学論

叢』38 号、2013 年�月）

吉田公平「岡本巍の気運論について」（『東洋学研究』50号、2013 年�月）

渡辺章悟「般若経の三乗思想」（『伊藤瑞叡博士古稀記念論文集』立正大学篇、2013 年�月）

渡辺章悟「八千頌般若の satpurus.a」（『東洋学論叢』東洋大学インド哲学科篇、2013 年�月）

渡辺章悟「金剛般若経に見る筏喩」『松ヶ岡文庫研究年報』27 号（2013 年�月）

渡名喜庸哲 « Emmanuel Levinas et le problème de la laïcité. La place de la judéité en France contemporaine »

（Études de langue et littérature françaises（Société Japonaise de Langue et Littérature Française）, no. 102, 2013）

翻訳

山口一郎／浜渦辰二（共監訳）、エトムント・フッサール『間主観性の現象学 その方法』ちくま学芸文庫、2012

年�月、pp. 1-552.

野間信幸『鍾理和集』研文出版、2012 年	月、pp. 1-95.

吉田公平、小路口聡「王畿『龍渓王先生会語』訳注 其の十二」（『東洋古典學研究』第三十四号、2012 年 11 月、

pp. 77〜111 ＊早坂俊廣・鶴成久章・内田健太・本多道隆共著）

渡名喜庸哲訳、ジャン＝リュック・ナンシー『フクシマの後で──破局、技術、民主主義』以文社、2012 年 11

月、pp. 1-199.

渡辺章悟「お経の真意─般若心経・観音経の現代語訳」（『神仏参拝の由来と作法がわかる本』新人物往来社、pp.

296-306、2012 年 12 月）

小路口聡、吉田公平「王畿『龍渓王先生会語』訳注 其十三」（『白山中国学』通巻 19 号、2013 年�月、pp. 1〜30

＊早坂俊廣・鶴成久章・内田健太・本多道隆共著）

渡名喜庸哲訳、エティエンヌ・タッサン「グローバリゼーションの時代における人間の条件」（『国際哲学研究』�

号、2013 年�月）

渡名喜庸哲訳、エティエンヌ・タッサン「フクシマは今 エコロジー的危機の政治哲学についての 12 の提言」

（『国際哲学研究』別冊「ポスト福島の哲学」、2013 年�月）

堀内俊郎訳、ケネス田中「アメリカに浸透する仏教─その意義と現状」（『国際哲学研究』�号、2013 年�月）

堀内俊郎訳、ゲンボ・ドルジ「スピリチュアリティーと幸福」（『国際哲学研究』�号、2013 年�月）

堀内俊郎訳、ゲンボ・ドルジ「ブータンのロ・ドゥク（南の雷龍）伝統」（『国際哲学研究』�号、2013 年�月）
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三澤祐嗣訳、ジャヤンドラ・ソーニー「ジャイナ教における非暴力の哲学的正当化」（『国際哲学研究』�号、2013

年�月）

書評その他

曽田長人「優生思想」（『比較教育学事典』、日本比較教育学会、東信堂、p. 380、2012 年�月）

渡辺章悟「『般若心経』から見た観自在菩薩と空」（『佛教文化』第 158 号、pp. 13-19、東京国際仏教塾、2012 年


月）

野間信幸「第 14回学術大会を振り返って──第�分科会報告」（『日本台湾学会ニューズレター』第 23号、p4、

2012 年 10 月）

曽田長人「ドイツ語教育における宗教的な要素の取り扱い」（『経済論集』［東洋大学経済学部］第 38巻第�号、

2013 年�月）

渡名喜庸哲「フランスにおけるギュンター・アンダース」（『国際哲学研究』�号、2013 年�月）

研究活動

学会・シンポジウム発表

伊吹敦「初期の禪宗が日本の佛教に與えた影響─大安寺道璿を中心に─」（玄奘大學語文教學曁文化交流國際學術

研討會、玄奘大学、台湾・新竹、2012 年�月�日）

堀内俊郎「ヴァスバンドゥ（世親）『釈軌論』が展開する大乗仏説・非仏説論」（国際東方学者会議（ICES57）

Symposium V、2012 年�月 25 日）

野間信幸 第�分科会（文学）座長（日本台湾学会第 14回学術大会、一橋大学、2012 年�月 26日）

渡名喜庸哲「エマニュエル・レヴィナスとライシテの問題：戦後フランスにおけるユダヤ性のありか」（日本フラ

ンス語フランス文学会、東京大学、2012 年�月�日）

伊吹敦「禪宗の成立と佛性觀の變容」（第�回韓中日国際仏教学術大会、フェラム・ホール、韓国・ソウル、2012

年�月 23 日）

伊吹敦「道璿は天台教學に詳しかったか？」（日本印度学仏教学会第 63 回学術大会、鶴見大学、2012 年�月 30

日）

沼田一郎「贖罪規定の変容から見た dharma文献の構造」（日本印度学仏教学会第 63 回学術大会、鶴見大学、2012

年�月 30 日）

堀内俊郎「『楞伽経』テキストの諸問題」（日本印度学仏教学会第 63 回学術大会、鶴見大学、2012 年�月 30 日）

三澤祐嗣「Ahirbudhnyasam. hitāにおける śuddhetarasr. s. t. i説とサーンキヤ説」（日本印度学仏教学会第 63 回学術

大会、鶴見大学、2012 年�月 30 日）

曽田長人「「精神的国土防衛」の文学考─W. J. グッゲンハイム『日本への爆撃機』を手がかりに」（スイス文学研

究会、明治大学駿河台キャンパス、2012 年�月 28日）

播本崇史「明末天主教における「霊」について」（白山中国学会第�回発表大会、2012 年�月 28日）

大野岳史「スピノザにおける無知としての奇跡」（日本宗教学会第 71 回学術大会、皇学館大学、2012 年	月
日）

岩井昌悟「菩薩の信（saddhā）について──佛もまた過去佛の佛弟子か」（日本佛教学會第 82 回（2012 年度）学

術大會、花園大学、2012 年	月 14日）

永井晋「神名の沈黙と語ること─＜動き＞の現象学」（上智哲学会シンポジウム「沈黙と語り─宗教思想のゆく

え」、上智大学、2012 年 10 月 28日）

伊吹敦「日本の古文献に見られる中国早期の禅宗─大安寺道璿撰『集中梵網経』を中心に─」（第�回世界漢学大

会、人民大学、北京・中国、2012 年 11 月�日）

大野岳史「スピノザ『形而上学的思想』における区別の理論」（中世哲学会第 61 回大会、文教大学、2012 年 11 月

10 日）
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永井晋「井上円了の妖怪学」（シンポジウム「Ｗ・Ｂイェイツと井上円了の世界」、東洋大学、2012 年 11 月 18日）

曽田長人「ドイツ語教育における宗教的な要素の取り扱い」（東洋大学人間科学総合研究所「大学における外国語

教育の現状と未来」2012 年度シンポジウム「異文化理解と外国語教育─宗教と思想の視点から─」、東洋大学白

山第�キャンパス、2012 年 12 月 15 日）

渡名喜庸哲 « Quelques réflexions sur la philosophie dʼaprès Fukushima »（Séminaire du Centre de Sociologie des

Pratiques et des Représentations Politiques, Université Paris Diderot, le 14 février 2013.）

渡名喜庸哲「破局の凡庸性」（「グローバル化時代における現代思想（CPAG）」若手研究者ワークショップ「ジャ

ン＝リュック・ナンシー『フクシマの後で』から出発して」、東京大学、2013 年�月 23 日）

岩井昌悟「井上円了の〈宇宙万物に対する徳義〉」（シンポジウム「円了×熊楠─近代日本のエコ・フィロソフィ」

（TIEPh主催、国際井上円了学会後援）、スカイホール、2013 年�月 24日）

竹中久留美「ヒュームのミッシング・シェイド・オブ・ブルーについて」（日本イギリス哲学会第 37回研究大会、

東北大学、2013 年�月 26日）

その他の研究会

三澤祐嗣「サーンキヤ思想における輪廻観─タマスによる獣の位および地獄への降下─」（東洋学研究所研究発表

例会、東洋大学、2012 年�月�日）

播本崇史「明末天主教と本体論」（東洋大学東洋学研究所研究発表例会、2012 年 12 月 22 日）

相楽勉「「死の受容」の哲学的考察」（東洋学研究所研究発表会、2013 年�月 12 日）

吉田公平「西村茂樹の『心学講義』について」（日本哲学史フォーラム、京都大学、2012 年 12 月 15 日）

調査活動

野間信幸 高雄美濃・内門、嘉義出水坑（2012 年	月�日〜	月 11 日）

講演

渡辺章悟「『般若心経』を読む」（NPO法人かわさき市民アカデミー、ワークショップ、川崎市生涯学習プラザ：

武蔵小杉、2012 年�月	日─�月 23 日）

竹村牧男「円了における哲学と宗教」（日本工業倶楽部・素修会、日本工業倶楽部（東京・丸の内）、2012 年�月

	日）

渡辺章悟「大乗仏教論」（東京国際仏教塾、本郷：東京大学仏教青年会ビル、2012 年�月�日）

竹村牧男「東洋大学の創立者 井上円了の人と思想」（東洋大学創立 125周年記念事業・全国行脚講演会東京会場、

井上円了ホール（東洋大学白山校舎�号館）、2012 年�月 10 日）

渡辺章悟「維摩居士の倫理とは」（『東洋思想への誘い─インド文化・仏教の倫理思想─』東洋大学エクステンショ

ン講座、東洋大学白山校舎、2012 年�月 23 日）

竹村牧男「東洋大学の創立者 井上円了の人と思想」（東洋大学創立 125周年記念事業・全国行脚講演会 in 名古

屋、名古屋国際会議場、国際会議室（�号館�階）（名古屋市熱田区）、2012 年�月
日）

渡辺章悟「今、なぜ井上円了か」（長崎県諫早市：東洋大学校友会長崎支部、2012 年�月
日）

小路口聡「天地を生み出す良知について」（白山中国学会第�回大会、基調講演、東洋大学、2012 年�月 28日）

竹村牧男「東洋大学の創立者 井上円了の人と思想」（東洋大学創立 125周年記念事業・全国行脚講演会 in福岡、

福岡ソフトリサーチパーク、2012 年
月�日）

竹村牧男「東洋大学の創立者 井上円了の人と思想」（東洋大学創立 125周年記念事業・全国行脚講演会 in仙台、

仙台国際センター�階、橘（大会議室）、2012 年	月�日）

竹村牧男「井上円了の人と思想」（東洋大学校友会茨城県支部特別講演会、甲子亭（牛久市田宮町、2012 年	月	

日）

竹村牧男「井上円了の人と思想」（東洋大学文化講演会 in牛久、東洋大学附属牛久高等学校、2012 年 10 月 13 日）
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渡辺章悟「赤十字の思想と仏教の憐愍」（日本赤十字秋田看護大学：秋田市、2012 年 11 月 13 日）

永井晋「スーフィズムとは何か」（「トルコの旋回舞踏公演」における講演、東洋大学、2012 年 11 月 29日）

渡辺章悟「絵で読み解く般若心経─江戸時代の南部絵文字文化─」（黄檗勉強会、黄檗宗洞雲寺：東京都豊島区池

袋、2012 年 11 月 29日）

菊地章太「京都・呪術の都─道教が生み出した日本文化のかたち」（JR 東海「歴史の歩き方」第 61 回、よみうり

ホール、2012 年 12 月�日）

宮本久義「ヒンドゥー教の世界観と人生観」（府中市民講座、府中市生涯学習センター、2012 年 12 月 11 日）
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東洋大学国際哲学研究センター編『国際哲学研究』投稿規程

2012 年�月

東洋大学国際哲学研究センター運営委員会

東洋大学国際哲学研究センター運営委員会は、『国際哲学研究』編集委員会（以下、編集委員会）を立ち上げ、

『国際哲学研究』（Journal of International Philosophy）に対する投稿規程を下記の通り定める。

記

�．『国際哲学研究』（Journal of International Philosophy，以下，本誌とする）は、哲学およびその関連領域の論

文、訳註、研究ノート、研究動向、資料紹介、書評、シンポジウム・講演会・研究会等の報告などを掲載す

る。

�．なお、上記のうち、論文とは、研究会等の報告に基づいて発表者が論文としてまとめたもの、及び、それらの

会で発表しなかったものも含む。シンポジウム・講演会の報告も発表者にまとめていただくが、掲載時には論

文の項目には入れない。

�．本誌には、本センター研究員・客員研究員・研究助手・RA、および編集委員会の依頼を受けた者が投稿でき

る。また、連名も可とする。

�．投稿論文等は、未発表のものに限る。また、受理された原稿は、他の学会誌などに投稿はできない。

�．本センター研究助手とRAによる投稿論文等は、編集委員会が査読を行ったのち、掲載非掲載を決めることと

する。

�．原稿作成にあたっては、「『国際哲学研究』執筆要領」に従うこととする。

�．著者校正は原則として�回とする。

�．抜刷は作成しないが、著者から PDF データの要望があった場合は配布する。ただし、要望の期間は投稿受理

後から刊行後�か月以内までとする。

�．本誌に掲載された論文等の著作権は、本センターに属するものとする。他所で当該論文等を転載、翻訳などを

する場合は、本センターの許諾が必要である。ただし、著作者自身が利用することに対して、本センターはこ

れを妨げず、原則として無償で許可するものとする。

10．本誌に掲載された論文等は、原則として、本センターホームページで、PDF・電子テキストの形で公開する

ことがある。また、外部機関の電子アーカイブ化事業にも情報を提供することもあるので、あらかじめ了承さ
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れたい。

＜付則＞

�．平成 23 年度刊行の本誌�号に関しては、本センターが平成 24 年�月中に著作者に著作権譲渡承諾書を送り、

平成 24 年�月 31 日までに著作者が著作権を主張した場合は、著作権は著作者に属するものとする。また、著

作者が電子媒体での公開を拒否した場合は、公開はしないものとする。

�．この規程は運営委員会の議決によって改訂することができる。

�．この規程は平成 24 年度より適用する。

�．この規程は平成 28 年�月 31 日まで有効とする。

184 彙報



Journal of International Philosophy

185



Foreword

What Should We Do Next?

Murakami Katsuzo

Director

International Research Center for Philosophy, Toyo University

During 2012, the second year since the establishment of the International Research Center for Philosophy,

various events were held to commemorate the 125th anniversary of Toyo University, and it was a year of

productivity and growth for the Center too. As of December 2012, the staff number fifty in all, including

researchers, visiting researchers, research associates, and research assistants. As for our activities, a total of about

twenty study group sessions (one taking the form of a Web-conference) were conducted by the three units, and

there were also held two overseas seminars (France and Bhutan), four international symposiums (one taking the

form of a web̶conference), the inaugural conference of the International Association for Inoue Enryo Research,

and other workshops. Approximately twenty overseas researchers participated in these events, which were

conducted in Japanese, English, French, German, Chinese, and Persian.

When the Center was established, its aims were set out as follows: “One feature of modern society lies in the fact

that the globalization of every aspect of society and the diversification of values are forcing people to be unable to

determine the direction where they are heading. Living in this modern society, we need to pursue philosophical

inquiry that fundamentally reexamines the current state of people and society. In order to address this challenge,

we have formed an international network of philosophical research̶on the one hand presenting to the world the

contemporary significance of the philosophy of Enryo Inoue as the thoughts of a citizen of the earth, and on the

other hand researching the formation of a universal philosophical foundation that goes beyond the distinctions

between Eastern and Western thought.”

With the support of a great many people we have, I believe, made considerable progress this year in drawing

closer to the accomplishment of these objectives. In September 2012, the 1st Unit established the International

Association for Inoue Enryo Research as one of the projects to commemorate the 125th anniversary of Toyo

University. In addition, the Center as a whole hosted an international conference on “Philosophy Facing a Globalized

World,” to which researchers from India, China, the United States, and France were invited. The International

Association for Inoue Enryo Research, one of the activities of the 1st Unit, is an undertaking that will need to be

fostered and expanded into a global centre for research on Inoue Enryō, and as of December 2012 it has 93 members

(including organizations). As basic research for guaranteeing the success of the Association, the 1st Unit is also

continuing its research activities in the area of Japanese philosophy since the Meiji era. As part of these activities, it

has been conducting Internet-based classes for the masterʼs course of the Department of Japanese Studies at the

University of Strasbourg in France.

The main focus of the activities of the 2nd Unit is research on methodology and its realization. In research on

methodology, it has conducted a webinar linking Paris, Vienna, and Tokyo, while its engagement with practice took

the form of a symposium aiming to gain a grasp of global diversity regarding the concept of “law,” as well as a study

group session aimed at building up “ Philosophy of post-Fukushima.”

The 3rd Unit has been approaching “symbiosis,” or coexistence, from many different angles. Major projects of the

current year have been the holding of an international conference in Bhutan and a symposium on Iran. The latter,

on the topic of “The Philosophy of Co-existence: Dialog with Islam,” was attended by the Iranian ambassador in
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Japan. These two events won high appraisal for having taken a definite step beyond our hitherto framework of

“symbiosis.” It is hoped that exchange with Iranian researchers will continue in the future and become a core

activity of the 3rd Unit. The three units, each taking their own original approaches, are cooperating in making

every effort to establish a venue where “communication,” “internationalization of methods,” and “symbiosis” can

become one so as to establish a foundation for knowledge that can be shared by all of humanity.

Next year will be our third year, a turning point for the Center. Clarifying any shortcomings, but also reaping the

just fruits of our endeavours, we will continue to make every effort to enrich our activities on the basis of self-

reflection. I ask you for your continuing warm support.

＊ About the contents:

The first part of this volume constitutes articles written in Japanese and Japanese translations of the texts written

in English, German, French and Chinese. The latter part is comprised of the translations of the Japanese articles

(into English, German, French and Chinese) and the original texts of the English, German, French and Chinese

articles that appear in the first part. The articles follow the same order in both parts of the volume.
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Prospectus

Murakami Katsuzo

In the middle of the twentieth century technological inventions and also errors involving nuclear power began to

affect the whole world, and we were compelled to deal with the resultant destruction of the natural environment,

including human society. A further twenty or thirty years later a conflict breaking out anywhere in the world could

have an influence on the energy resources of a great many countries, and it became no longer possible to manage

the growth of oneʼs own country without taking into consideration political trends in faraway lands. In contrast, it

has been only quite recently that movements in exchange rates have begun to have a direct impact on the

economies of all nations and their people.

Today we possess the means to seek out information about almost all events occurring across the globe from one

minute to the next. And unlike in the past, our thinking is being swayed daily by the manipulation of information in

various ways and different kinds of pressure emanating from all parts of the world, and we find ourselves in a

psychologically unstable state.

In a world that has already become globalized we must set about building our own lives. Is there any philosophy

on which we can rely when seeking to build our lives? What sort of influence does religion have on the building of

our lives? When thinking along these lines, it would be most lamentable and deplorable if the only way of thinking

available to us turned out to be nothing but a closed, egocentric form of thinking that employs as “evidence” the

emotions and feelings of a single person and also a narrow-minded sense of camaraderie. Do we, then, possess a

philosophy for overcoming egoism and thereby influencing the real world? Do we have a philosophy capable of

arguing on grounds able to be understood by anyone that another person facing us thousands of kilometres away

on the opposite side of the globe is a person just like a neighbour in our immediate vicinity? So long as religions have

the existence of other religions as their raison dʼêtre, entrusting this lack of a support in our lives to religion will not

provide a global solution. Is this not a serious scandal in the long history of philosophy and religion?

We want to call the attention of all people around the world to this state of affairs and appeal with strong words of

rejection to a world in which success is achieved at the sacrifice of the weak. Towards this end, we have decided to

provide a venue for dialogue that transcends national borders as well as the boundaries between academic

disciplines.

The theme of “philosophy facing a globalized world” is informed with the above wishes, close to prayers. But

what we need to search for is not prayers but rational thought be it so for philosophy or religion. So, we have

decided to hold this international symposium in our capacity as researchers coming face to face with the difficulties

of a globalized world so as to fulfill a part of our important role with the cooperation of researchers from different

countries and various disciplines.
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Philosophical Justification of Non-Violence in Jainism

Jayandra Soni

In contrast to Buddhism and Hinduism, Jainism is a less known indigenous world-view of India. Mahāvīra, who

was Buddhaʼs contemporary around the 5th c. BCE, is perhaps the best known representative and reformer of

Jainism. However, according to Buddhist and Jaina sources, the origins of Jainism go back at least 250 earlier, to

Mahāvīraʼs predecessor, Pārśva. These two, Pārśva and Mahāvīra, are regarded as enlightened and therefore

omniscient beings who broke their bondage to worldly life and have taught others how such a liberation can also be

achieved. They (Pārśva and Mahāvīra) are known as Conquerors or Victorious Ones, i.e. Jinas, from which the

word Jaina is derived, to refer to a follower of the Jinas. In the Universal History of the Jainas, which encompasses

mythical time, 24 such Jinas are mentioned who are born in the world at different times and teach the Jaina

doctrine as ʻfordʼ or bridge-makersʼ, tīrthan
.
karas. Their teaching is like a bridge over the sea of rebirth, namely

from the shore of this-worldliness to the other side, from bondage to liberation. If there is one single teaching which

is common to all the Jinas then it is that of non-violence, the renunciation of all kinds of violence.

Violence was and has always been a part of life in India. At the very same time, however, the command and the

practice of non-violence has had a very high status, also since ancient times. All the three ancient indigenous

traditions in India, Buddhism, Hinduism and Jainism, have propagated the idea of non-violence in often very similar

ways. Hans Bakker (1991: 80), who has written a significant analysis of the Hindu-Muslim Conflict in Ayodhyā,

speaks about an ʻidealized imageʼ of the Indian culture and society ʻas more than ordinarily pacifistic and moral.ʼ He

quotes Johann Gottfried Herder (1744-1803), who, for example, speaks of the brahmins as a ʻgentle race of menʼ,

ʻhappy lambsʼ “whose idea of God is ʻgreat and beautifulʼ and whose ʻmorals are pure and loftyʼ”. On the other hand,

it is well-known that there were very few periods without wars and violence in India. Especially in view of the

events during the Independence Movement and the ongoing Hindu-Muslim conflicts, including the problems with

the so-called Scheduled Castes and Tribes, the ʻidealized imageʼ referred to above breaks down terribly. At the

very same time, and in India itself, there have always been very strong anti and non-violence movements, similar to

what Mahātmā Gāndhi did for the Independence Movement in which he used non-violent methods and exploited it

also politically. It is significant to note in passing that Gāndhi took over the idea of and the extreme emphasis on

non-violence from Jainism, as also the practice of fasting which he effectively exploited for political pressure.

The extreme emphasis on non-violence as a supreme ethical principle in Jainism can be metaphysically

substantiated. In what follows I would like to give a brief sketch of Jaina metaphysics so that we can try and see

how violence and non-violence feature in it. One can speak about the 7 ʻbasic truthsʼ in Jaina philosophy which not

only entail the two basic principles of Jaina ontology (jīva and ajīva) but also summarises Jaina metaphysics as a

whole. Jīva, the principle of sentience/life or consciousness as such, is in many ways similar to ātman or purus. a (jīva

in Jainism has vīrya like ātman/paśu has śakti in Śaivism). Ajīva is the non-sentient principle and it stands for the 5

insentient categories which constitute it. Ajīva is made up out of matter which in time and space can move or be at

rest (pudgala, ākāśa, kāla, dharma, adharma).

The key term for understanding the importance of non-violence, is the role and function of matter (pudgala). It is
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important because in Jainism matter ʻflows intoʼ the soul or jīva and becomes transformed into karma. The term

karma here means the condition under which the the soul reaps the results of all actions, namely actions which

cause pain and suffering or joy and pleasure. It is unique to Jainism that karma is actually matter, namely fine and

invisible matter which flows into the soul and adheres to it. By doing this the fine and invisible matter particles veil

and cover the soul, so much so that the soul is not free and unhindered to perform its innate abilities and functions.

Obviously, it is necessary to cleanse or purify the soul of the burden of these fine invisible particles of matter so that

it is liberated from all hindrances and can function in an unhindered way in accordance with its innate abilities. In

order to free the soul of this burden of matter the Jainas prescribe ascetic purificatory exercises which, for ordinary

individuals are very severe, like fasting regularly over long periods (Mahātmā Gāndhi did this too, as we saw

above).

So, the basic question is: how does such an inflow/influx of matter into the soul take place at all?

We mentioned the 7 ʻbasic truthsʼ already with jīva and ajīva, the first 2 basic truths and the third truth now is

precisely this influx (āsrava) of fine matter particles into the soul. The influx takes place because of the so-called

ʻactionsʼ of the soul which attract matter to it. How did the first action take place, which set in motion the entire

cycle of rebirths because karma? As with Buddhists and Hindus, the Jainas too say that the story of the sentient

principle or soul in Jainism begins with its association with matter since beginningless time and because of this the

innately unrestricted and unlimited soul becomes veiled, hindered and limited by matter. So, the Jainas merely

ascertain that it is so, in a way similar to the others who accept karma and rebirth theory. For the Jainas the soul is

innately perfect and this perfection encompasses faith, knowledge, conduct, energy and bliss. However, because

matter flows into the soul, becomes transformed into karma and adheres to the soul, its innate abilities become

fettered/shackled - the Jainas often use the image of dust settling down on a surface besmeared with oil. Precisely

this bondage (bandha) is the fourth basic Jaina truth.

However, there is the possibility to prevent an influx of matter/karma and this condition of the possibility of

stoppage (sam. vara) of further influx is the fifth basic truth. Such a stoppage is possible for example through proper

conduct as in attentiveness and care in thinking, speaking and doing (in alms gathering, forbearance, humility and

anupreks. as).

The sixth basic truth is the dissociation or destruction of the matter/karma already accumulated, namely its

erasure or deletion (nirjarā). This can be achieved through ʻexternalʼ and ʻinternalʼ asceticism, through fasting,

other castigations and other trials and tribulations, and through study and meditation.

If the soul is able to completely remove all the fine karma particles then it is liberated from all external influences.

This liberation is the seventh basic truth, namely moks. a. The soul is then free to exist in its own innate nature,

without any hindrance, with its unlimited energy (vīrya), perfect in faith (darśana), knowledge (jñāna) and

conduct (cāritra).

This metaphysical background has been taken from Umāsvātiʼs (ca. 5th c. work) Tattvārthasūtra (TS 1, 1-4)

written before the 5th century CE.

What, now, does violence/non-violence have to do with metaphysics in Jainism? What is the relation between

them? The relation between them is that every single act or deed that we perform leads to an influx of

matter/karma into the soul. According to the Jainas every act, and especially if it involves violence, killing or

destruction of life forms, leads to an influx and accumulation of a large amount of matter with terrible consequences

because of the ʻbadʼ karma in the soul. An avoidance of violence and destruction is a prerequisite for the fact that

eventually no matter flows into the soul and therefore no karmas with negative consequences can develop. This

simply means that we have to be careful with every little thing we do.

The first sūtra in Umāsvātiʼs TS 1, 1 summarizes everything that has been said so far: correct faith, correct

knowledge and correct conduct/behaviour lead together to liberation (samyag darśana-jñāna-cāritrān. i moks. a-
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mārgah. ). What concerns us here from these ʻthree jewelsʼ is correct conduct or behaviour and this can be

understood at two levels: at the ontological level the soul has the ability for correct conduct or behaviour innately,

naturally. However, for us human beings in the world this innate nature of the soul is hindered and limited by

karma and, because of this, we are called upon to discipline ourselves so that an optimal condition of the soul is

reached for it to conduct itself according to its innate nature. For the Jainas this is possible through an ascetic life

the aims of which basically differ from worldly life. Obviously this ascetic life is required for monks and nuns, but

the Jaina lay persons are also called upon in their worldly life to orient themselves in accordance with the dictates of

correct conduct or behaviour. Basically this means that we should be non-violent, speak the truth, not steal, be

chaste and not be greedy. The basic attitude should be one of passionlessness which loosens the attachment to

worldly aims. We can understand the Jaina position even better when we discuss briefly its view of the human

condition.

As with similar views in Buddhism and Hinduism, the Jaina view of the human condition points to the fact that

worldly pleasures constantly and very easily seduce and lead us astray. We often overlook the fact that these joys

and pleasures are only temporary and that the worldly threats are omnipresent. In a very illustrative, if even

dramatic way, this human condition is described in the parable of the ʻman in the wellʼ. According to this story:

Aman in a huge forestwas threatened by a wild elephant. He fled towards a fig tree but was unable to quickly

climb it. He therefore sprang into an old, abandoned well that was nearby and which was overgrown with

grass. He managed to catch a bunch of bamboo grass which grew out from the side of the well, just in time to

save himself from the elephant which was trying to grab him with its trunk. The elephant could touch him but

was unable to get hold of him. As he looked around in great panic he saw at the bottom of the well a large

snake that threatened to swallow him and four other smaller snakes which hissed at him with their puffed up

hoods. In great fear he held on fast to the bamboo bunch hoping not to fall down into the bottom of the well. As

he looked up wondering what to do, he was shocked to see a white and a dark mouse gnawing at the roots of

the bamboo bunch and that the enraged elephant was pounding at the fig tree with all its might. Shaken

violently by these powerful blows of the elephant, hundreds of bees in a branch of the tree became alarmed and

threatened to sting the man. Tormented and tortured like this from all sides the poor man noticed that a drop

of honey fell from the tree, landed on his forehead, dripped down his nose and flowed into his mouth. He sucked

the drop of honey greedily, tasted its sweetness with great delight, forgetting completely the calamity and

disaster in which he was! (From the German by Glasenapp pp. 189-190, with bold print added.)

The Jainas draw the following moral from this dramatic story depicting a day in which everything goes wrong:

the man in the well stands for the soul in Jainism, the forest is sansāra (the cycle of birth, death, birth, etc.), the tree

stands for life, the water-well stands for the human situation. The elephant which threatens the man stands for

death, the large snake stands for hell, the four other smaller snakes are the four passions or kas. āyas (anger or

krodha, pride or māna, deceit or māyā and greed or lobha), the white and dark mice are the bright and dark phases

of the moon. The bees are the diseases which human beings have and, finally, the drop of honey represents the

sweetness and happiness which the world has to offer. Just like this man in the well each soul forgets the terrible

situation in which it is because of the passing joys the world has to offer. When it realises the disaster and calamity

of the situation then the soul strives to come out, that is, it strives for liberation from suffering.

It is clear from this story that Jainism shares the general Indian view that life in the world is generally full of

suffering. Similar to the Buddhaʼs sarvam. duh. kham, the Jainas say asārah. sansārah. , life in the world is without value

(Glasenapp p. 187). This description of the human condition and the Jaina world-view, we know, is merely a

starting point and a necessary first step for a constructive view about how to escape the terrible human condition,
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as the Jainas and others in India see it. It gives meaning and significance to the ʻJaina path of purificationʼ and

liberation.

It is the soul (jīva) that is in this terribly unhappy situation like the man in the well and it is the soul itself, as we

saw, that is responsible for its deeds. The so-called three jewels in Jainism, namely correct faith, correct knowledge

and correct conduct/ behaviour, are signposts or guides for a liberation from the initially unrecognised and at same

time unfortunate condition. The Jainas are realists and they are fully aware of the fact that the implementation of

ʻcorrectnessʼ for us is not automatic because through our very existence in the world we are practically and

unavoidably destructive. Jaina monks and nuns have renounced the world and are expected to practice extreme

asceticism. Every evening the ascetics have to undergo a subtle examination of their conscience. As an example of

the contemplation of the vow of non-violence let me present here one formulation (Mette, p. 212f., my translation

from the German) : 1

“I renounce every kind of harm to a life form, be it fine or gross, animal or plant, by neither wanting to inflict

harm on it personally nor to approve of it that in my interest a life form be harmed by others, nor allow another

person to harm a life form, as long as I live, in a threefold way, with my internal sense, my speech and my body.”

The ascetic then asks himself if he has neglected the five ʻattentions/rules (samiti) and thereby whether he

could have harmed this rule. The first attention/rule is about walking. The monk should walk looking down at

the ground, sweeping aside [gently] the small life forms he could step on with a small broom he carries with

him. The second attention/rule concerns speech. The monk should ask himself whether he could have harmed

a life form through a rashly/hastily spoken word. Thirdly, has he overlooked anything while collecting alms?

Fourthly, has he overlooked anything while taking and putting down his utensils? Fifthly, while removing filth?

Jaina lay persons also, of course, have to adhere to the ideal of non-violence in daily life, as far as is possible. The

following parable of six travelers and the mango tree relates the rule of non-violence to the satisfaction of human

needs and describes how various types of people satisfy their desires in various ways and depicts the six types of

souls according to Jainism:

Six travellers were walking together through a forest. After some hours they began feeling hungry and so they

looked around for a fruit tree. After some time they came across a mango tree and the following suggestions

were made by each: 1. One traveller who had an axe with him suggested chopping down the whole tree in

order to get at the delicious ripe mangoes. 2. The second traveller held him back and suggest chopping only the

main branch for the mangoes. 3. The third said that even this was not necessary, “why donʼt we cut just one

branch which has enough fruits”. 4. The fourth traveller had an even better idea and said: not even this would

be necessary, why donʼt we just break a small branch with mangoes that we can reach. 5. The fifth traveller

said yes, itʼs a good idea but we should be very careful. We should make sure that we take only the ripe

mangoes and leave the green ones on the tree. 6. Finally, the sixth traveller said: I have a better idea: look here,

below the tree. Here there are sufficient ripe mangoes for all of us. Why donʼt we take them without having to

harm the tree in any way?

This is a typical Jaina story that illustrates how non-violence can be implemented together with how we can

conduct ourselves in our environment carefully and protectively (c/f YS 2, 35: once established in non-violence,

enmity is abandoned in his (a yoginʼs) presence.)

We have seen that all kinds of our actions influence our soul. In the Jaina canon 13 kinds of acts are described and

12 of them are violent acts which in fact should be avoided. It is also emphasised that these violent acts should not
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only not be instigated nor supported, but also not approved of. These

ideas are drawn from Mahāvīraʼs teachings in the 5th c. BCE and

canonised at the latest by the 5th c. CE (Schubring 1926, pp.

42-48/51-58, the chapter goes on till p. 65/76, Sūyagad. a II, 2). I

would like to mention these 13 kinds of action here, without details,

in order to show how comprehensive the Jaina view of violence is

and how these ideas occupied the Jainas from very early times:

1. purposeful violent deed (for his own benefit someone causes

violence on his relatives, friends, etc.); 2. purposeless violent deed

like cruel killing of animals and meaningless/senseless destruction;

3. militant violent deed as in protecting oneself or others with a

weapon; 4. accidental violent deed as in accidentally killing

something while doing another specific task/collateral effects; 5.

violent deed through an optical illusion as in harming by falsely

assuming that someone has ill intents; 6. a violent act that occurs in

untrue speech; 7. in un-allowed acquisition; 8. in a [bad] mood as

when depressed; 9. violent deed in pride; 10. in doing wrong to

friends like punishing someone severely for a small error; 11.

violence in deception; 12. in greed; and finally 13. following

prescribed action, e.g. for the welfare of his soul by being careful in

speech, thinking, walking, standing and eating.

Conclusion

I began with metaphysics; the ideas contained in it have been

known to us at least since the 2nd c. CE, even though these

philosophical ideas may have been in vogue much earlier. I would like to end with Mahāvīraʼs words which plead for

non-violence in an ethical and practical way. It is recorded in the Jaina canon that Mahāvīra said the following

(Sūyagad. a II 1, 48, Schubring, p. 39/47) :

exactly as it is not nice to me if with a stick, a bone, fist, clod of earth or potsherd I am wounded, struck,

threatened, beaten hurt, hit hard or killed - yes, even if just a hair of mine is pulled out, I feel vividly the injury

which causes me suffering and fear of it - so too, know this, that all higher beings, all plants, all lower animals, all

other living beings if wounded or killed with a stick, bone, etc., indeed even if just a hair of theirs is pulled out,

[they] feel vividly the injury which causes them suffering and fear of it. If one has recognized this, then it is

certain that no higher being, no plant, no lower animal, no other living being may be beaten, commanded,

subdued, strained or killed. … This is the pure, constant, eternal teaching proclaimed by those who know ...

(Text adapted.)
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Notes

1 “Ich entsage jeder Schädigung von Lebewesen, sei es fein oder grob, tierisch oder pflanzlich, in dem ich weder in eigener

Person Lebewesen schädigen noch zulassen will, daß durch andere in meinem Interesse ein Lebewesen geschädigt wird,

noch erlauben will, daß ein anderer ein Lebewesen schädigt, so lange ich lebe, dreifach, auf dreierlei Weise, mit meinem

inneren Sinn, meiner Rede und meinem Leib”. Er befragt sich dann selber, ob er eine der fünf 〈〈Achtsamkeiten〉〉

（samiti） vernachlässigt und dadurch eine Verletzung dieses Gebots bewirkt haben könnte. Die erste Achtsamkeit betrifft

das Gehen. Der Mönch soll mit auf dem Boden gesenktem Blick gehen, indem er mit einem kleinen Besen, den er mit sich

führt, kleine Wesen, die er zertreten könnte, zur Seite fegt. Die zweite Achtsamkeit betrifft die Rede： Er muß sich

fragen, ob er durch ein unbedacht gesprochenes Wort die Verletzung eines Wesens bewirkt haben könnte. Drittens： Hat er

bei der Almosensuche etwas übersehen？ Viertens：Beim Aufheben und Niedersetzen der Gerätschaften？ Fünftens：

Beim Beseitigen von Unrat？
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德川日本心學運動中的中國因素

──兼談“儒學日本化”

吳震

前言 東亞地域的兩種心學

對於中國學界而言，人們大多知道中國歷史上有心學思想，然而卻可能不知道日本歷史上也有心學。若在日本學

界，從事日本思想史的研究者則對這兩種心學或多或少都有所瞭解，這是因爲一方面宋明時代的陽明心學早在德川

（1603-1868）早期就已傳入日本，而且與德川日本乃至明治以後的思想狀況有過種種藕斷絲連的關係；另一方面，在

18 世紀初德川時期，主要由日本商人階層所宣導的心學思想卻有諸多不同於中國心學的獨特色彩。那麼，這種所謂

日本的心學雖然與中國的心學（特別是陽明心學）沒有直接的淵源關係，然而是否存在中國儒學的因素呢？也就是

說，我們應當如何審視作爲日本本土的心學思潮究竟與中國儒學有何思想上的糾結？

不用說，所謂日本心學，概指德川享保 14 年（1729），以石田梅岩（1685-1744）公開舉辦講學爲標誌，從而出現

的一種心學理論及其以講學爲主要形式的心學運動，其中包括梅岩心學以及代代相傳的梅岩後學。至於從知識社會學

的角度看，在 18 世紀初日本社會的思想氛圍中，如何思考梅岩心學與外來的陽明心學的思想關聯，這是一個尚有爭

論的學術史問題，日本思想史學界的主流意見對於兩者的歷史關聯是否認的，主要理由是梅岩生前並未引用過陽明著

作等史實。

本文的論述進路是：首先我們將對心學之在中國以及日本的歷史作一番概觀，以瞭解我們將要探討之問題的思想背

景；其次，將梅岩心學置於日本近世儒學的背景中來提出討論，考察其心學思想的某些獨特性；再其次，我還想結合

梅岩心學的特質，對近來日本學界時常提起的“儒學日本化”問題提出一些看法；最後的附錄則介紹了 19 世紀初日

本飛騨國心學運動中遺存下來的一篇民間文書，以此考察石門心學家在鄉村講學的種種言論及其中國因素，我們發現

這些中國因素並非單純的儒學知識，更多的卻是中國民間流傳的具有果報觀念因素的各種鬼怪傳奇故事，這就表明至

少在近世日本鄉村民間對於中國知識的態度其實是複雜多樣的。

一 心學：從中國到日本

如所周知，在中國先秦時代，“心”的問題便是孔孟早期儒家的關懷之一，歷來以爲孔子之言心性並不多，但他仍

然有“從心所欲不逾矩”的重要觀點，當然這裏的“心”，主要是指心理意識活動，然而到了孟子那裏，“心”已成

爲其核心問題之一，例如“本心”，“良心”，“人心”，“存心”，“盡心”以及仁義禮智“四端之心”等概念構

成了孟子學的重要思想要素，甚至可以說，儒家心性論作爲一種思想傳統正是由孟子建構起來的。到了宋代新儒學那

裏，更有一種自覺意識要恢復和接續這一傳統。南宋朱熹（號晦庵，1130-1200）《中庸章句序》一上來就以《尚書》

經典爲依據，拈出“十六字心訣”以爲千年以來儒家“道統”得以維繫之根本所在，在他看來，儒家道統得以創建乃

至延續不斷的傳統可以追溯至上古時代堯舜以來的“心傳”，所以他又提出了一個複合詞：“心傳道統”，以此來重

新定義“道統”觀念。

當然，陽明更是認同“心學”才是儒家的傳統，只是他對心學一詞的判定有某種特定的意義，值得注意的是，更有

一種廣義上的心學名稱，比如明代中葉反王學的健將陳建（1497-1567）所說：“聖賢之學，心學也。禪學，陸學亦

皆自謂心學也。殊不知心之名同而所以言心則異也。”這裏的第一句話顯然與陽明所說完全一致，然而陳建所欲表明
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的是，雖然“心學”一詞在廣義上並沒有錯，儒學未嘗不可不稱爲“心學”，但是宋代以來的禪學及陸學所自稱的所

謂“心學”便問題相當嚴重，與儒家“心學”名同而實異。可見，心學原本就有廣狹兩義之分，在宋明時代，將儒家

聖人之學認定爲“心學”，這是就廣義上而言的，成爲衆多儒家學者的共識，然而到了明末特別是清初，自黃宗羲

《明儒學案》問世以來，從狹義上用心學來指定陸王思想幾成定論，而有陸王心學或陽明心學之稱。

現在我們再來看近世日本（1603-1868）。據相關研究表明，朱子學在 13 世紀中葉左右就已傳入日本，但主要是在

禪宗僧侶及貴族之間流傳，及至江戶早期，朱子理學幾乎與陽明心學一起，在民間學者開始盛行。但是，在德川日本

初期，外來的宋明理學或心學並沒有引起政治意識形態層面的糾葛，這就反映出江戶儒者對中國宋代以來的新儒學能

以一種開放的姿態來加以接受，而且可以在知識界展開相對自由的討論乃至爭論。

例如在心學問題上，江戶早期著名朱子學者山崎闇齋（1618 － 1682）在其著《大家商量集》中就將批判的矛頭對

準了陸王心學，崎門三傑之一的佐藤直方（1650-1719）則在《王學弁集》一書中對陽明心學進行直接批判，而山崎

的另一弟子雲川弘毅（1666-1709）則將批判矛頭轉向日本，他在《心學弁》一文中批評江戶早期陽明學者中江藤樹

（1608-1648）及其後學的心學爲假心學，認爲朱子學才是真心學。另一位德川初期的古學派先驅人物貝原益軒

（1630-1714）也著有《心學弁》，同樣認爲朱子學才是“心學”。稍晚的古學派學者荻生徂徠（1666-1728）的觀點亦

認爲宋儒之學即“心學”，而其門人太宰春台（1680-1747）則與山崎派的立場相近，認爲只有朱子學才稱得上是

“心學”。

當代日本思想史研究大家源了圓（1920-）關於日本心學有獨到研究，他提出了“‘心學’之實學”這一重要概念，

以分析德川前期的思想狀況，指出在德川前期存在以“‘心學’之實學”爲旨趣的思潮，只是自徂徠反對“以心治

心”以降，這一“心學”的“內在志向”才被顛覆。故以徂徠爲標誌，日本近世思想轉入了“後半期”，自此以往，

“心學”再也未能在社會上成爲思想主流。然而儘管如此，徂徠之後“心學命脈”並未完全斷絕，而是在“庶民世

界”中像“地下水一樣生存著”，其典型的案例便是德川中後期的“石門心學”。了圓的這個說法很重要，他指明日

本心學的命脈主要在民間社會得以延續。源了圓還指出梅岩思想就是提倡“人類追求真實的實學”，“道德實踐的實

學”的典型，理由在於梅岩對當時社會的知識趣向有一重要判斷：“即便博覽群書，然於性理不通者，則落爲朱子所

謂的記誦詞章之俗儒而非真儒。”所謂“俗儒”，在梅岩看來，類同“文字藝者”（以文字爲藝）或“書物箱”（意

謂書呆子）。可見，梅岩對於儒者有一種自我身份認同的強烈意識，按了圓的判斷，梅岩所認同的“真儒”應是追求

人類之真實，注重道德之實踐的“心學之實學”。不過，源了圓欲強調的是，近世日本人們從普遍主義的立場出發來

學習儒教，以此追求“普遍的真理”，這種學問才是“實學”。

可見，源了圓所謂的作爲“實學”之“心學”既與儒學有思想淵源，同時又有日本自身的“精神風土”的因素存

在。故其“實學”思想史研究有一個頗具野心的策略，他意圖揭示作爲“實學”的“心學”是超學派的，甚至是跨越

東亞的具有普遍特徵的思想史概念，進而強調“心學”既在近世東亞文化中具有普遍性，同時又有日本本土地域文化

的特色，因爲日本心學乃是一種“實學”，而不必同於中國晚明被貶斥爲空談心性的陽明學。於是，值得深思的是：

何以心學在中國及在日本，其命運之不同如此？在中國，及至入清以降，心學被視爲類同魏晉清談的無用之學而被棄

若敝屣，相比之下，由日本“精神風土”孕育而成的心學則成爲一種“實學”，其命脈就在“庶民世界”中，猶如

“地下水”一樣綿延流淌，長存不息。顯然，這正是我們需要反省的一大問題。

二 梅岩心學的形成及其內涵

從梅岩的思想形成過程來看，他最初所熱衷的是日本神道教，然後進入對儒家經典的學習，而佛教對他來說也有吸

引力，這在他留下來的講學記錄中可以清楚地看到。所以一般認爲，他的思想是雜糅三教而成，然此“三教”乃指

“神儒佛”而非中國的儒釋道，所以其思想要素絕非只有儒學一家，他自己就曾明確宣稱“神儒佛共尊”，而且他非

常強調在日常生活中對此加以貫徹實行，他的主張很有趣也很重要：第一，拜“天照皇太神”，第二，拜“文宣王”

即我們的孔子，第三，拜“釋迦如來”。更重要的，這裏的祭拜順序不可亂，並規定儒佛都應以“太神宮爲首位”。

可見，梅岩的宗教信仰很重，對他來說，儒學或許只是構成其知識結構的一部分，他的終極關懷或者說價值信仰仍然

是以日本神道教爲本位的，儘管看上去，他的信仰不是極端一元論的，而更像是一位多神論者，然而就其信仰之實質

而言，顯然“天照皇太神”信仰是首要的也是第一序的。
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當然，他之所以被後世奉爲“心學家”，是有原因的，因爲他非常強調這樣一種觀點：

得此心者，乃爲學問之始終。

論聖學，必知此心而後可矣。

他又說：

學問之至極在於盡心知性，知性則知天。知天則天即孔孟之心，知孔孟之心則宋儒之心一也。一故注自合。知

心時，天理備於其中。

學問之至極在於盡心知性，知性則知天。

我因說孟子盡心知性則知天，於我心合而無疑，以此立教。

這就可以看出，梅岩的心學思想或與孟子有點淵源，但是我們卻不能誤以爲梅岩心學就與孟子心學同出一源。

事實上，梅岩的心學理論很有獨特性，或者說有著一定的日本色彩，既與孟子也與朱子有所不同。例如他有一個標

誌性的觀點，日文原文是：“形ニ由ノ心”，“形ガ直ニ心”， 譯成中文是“由形之心”，“形直是心”。這兩個

表述的涵義是相通的。按我們的分析，其意是說心不能脫離形，沒有形也就沒有心，極端地說，形之本身直接就是

心。要之，在梅岩，心的構成要素卻是直接由形所決定的，心的普遍意義須落在具體的事物上講。所以他又有取於中

國《詩經》“有物有則”之說，提出了他自己的“有形有則”這一獨到觀點，顯然，這也正是“由形之心”的另一種

表述方式。

可見，梅岩論心並不從形上超越的角度立論，而是始終扣緊具體的事物及環境來講──亦即從“形”的角度來講

“心”，所以他強調說“萬物皆無形外之心”， 落實到具體的人而言，也就是從“身體”的角度來講“心”。所以

他又強調說：“知心，則慎身；敬身，故合禮，故心安；心安者，是仁矣。”應當說，梅岩心學的這種觀念顯然具有

日本本土的特色，也就是說，這種注重具體，現實以及形下世界的理論特色所反映的乃是日本儒學的一個基本特點。

三 石門心學的講學運動（略）

四 從石門心學來看“儒學日本化”

我們將由下面第五節所附的 19 世紀初飛騨地區心學講學的《講席日誌》中，可以看到不少有關中國典籍的信息，

其中還有大量的日本文化典籍未能涉及。初步看來，大致有這樣一些中國典籍受到當時心學講學者的關注：首先就作

者明確列舉的書名來看，《太上感應篇》的出現頻率最高，另有《孔子家語》，《溫公家訓》，《三計圖》，《現驗報應篇》

（日本典籍），《報恩篇》，《冥報拾遺》，《輟耕錄》，《昨非庵日纂》，《景行錄》，《心地觀地經》，《迪吉錄》，《玉堂閒

話》，《獨異志》等；其次，若就其所引典故案例的中國典籍來看，則數量可能更多，至少有這樣一批書是該書作者所

熟悉的：《二十四孝》，《童蒙訓》，《明心寶鑒》，《陰騭錄》，《了凡四訓》，《增廣賢文》，《太平廣記》，《居家必用事類》

等。

從總體上看，有三點可以歸納：一是我們可以看到，在 19 世紀初的日本飛騨國這一地方社會，人們所接受的文化

資訊其實是非常多元多樣的，絕不是只有日本固有的文化典籍而已，而是對外來中國文化也表現出相當濃厚的知識興

趣；二是在他們所接受的那些文化典籍中，令人驚奇也頗有興味的是，除了有一些正統的中國經史之類的書以外，絕

大多數則是屬於野史筆記，果報故事以及善書訓誡之類的書籍，可謂橫跨儒佛道，不拘一格；三是從其所摘錄的內容

條目來看，一個非常突出的特點就是，幾乎所有的講學內容都涉及世俗倫理問題，其中轉述的那些看似荒唐不經，有

點恐怖的報應故事，其實是要告訴人們行善積德，相信果報才是最重要的。然而我們須追問的是：難道近世日本在吸

收容納儒學之際，只是被動地接受而沒有任何主動的改造嗎？答案是否定的。其實，這個問題也可這樣表述：儒學傳

入日本之後，有沒有經歷過“日本化”的現象？答案則是肯定的。

事實上，我們瞭解到近年在日本學界有一種觀點很流行，第一，在“中國/日本”這一認識框架中，日本文化具有

不同於中國儒學的特殊性；第二，德川日本以降的中國儒學不斷被“本土化”，“日本化”，至少自 17 世紀中葉就

完成了“儒學日本化”的過程。就以上所考察的石門心學來看，雖然同稱爲“心學”，雖然石門心學中也有不少儒學

因素，但是從根本上說，石門心學完全是日本庶民文化的典型代表，完全不同于中國的陽明心學，這一點是不可否認
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的。也就是說，日本的心學與中國的心學或儒學可能有某些形式上的相似性，但就其本質內涵來講兩者卻有著很大的

差異，並不存在結構上或本質上的同一性。這是由兩國不同的歷史文化所決定的。也正由此，所以我們在下述《講席

日誌》中所看到的核心議題並不是儒家所宣揚的仁義禮智，也不是宋明新儒家所關心的理氣心性，而是非常貼近日本

世俗社會的倫理問題：亦即如何落實“儉約”，“正直”，“勘忍”等道德實踐。

不過從近代以來學術史的角度看，由於中日文化的“交涉”在歷史上曾經十分密切，所以強調“日本特殊論”是否

還有另一層意圖：即通過揭示日本文化的固有傳統，以便擺脫中國中心論，從而使日本文化從中華文化圈一元論的認

識構架中解放出來？例如在戰後日本學界的泰斗式人物丸山真男（1914-1996）的思想史觀表現出“日本特殊論”的

濃厚色彩，其弟子黑住真對此有所反省，他指出：“將作爲東洋思想的朱子學視作反動的，否定性的東西，雖然在其

影響之下，但是批判和克服其思想的日本式思想是更值得肯定的，近代性的東西，這一丸山的認識構架明顯地具有一

種脫亞論的近代主義式的日本特殊論的國家主義之色彩。”這最後一句判定有點拗口，這是採用直譯的緣故，其意是

說，丸山真男的思想史觀有國家主義的表現，而這種國家主義的立場是“近代主義式”的，何謂“近代主義式”的

呢？這是指日本自 1868 年明治維新以後一路走來的“脫亞論”式的近代主義模式，而這種近代主義觀念在思想文化

領域中的一個典型表現就是“日本特殊論”。

總之，對於上述這種“日本特殊論”，我們應當有一種學術批判的眼光，與此同時，對於“儒學日本化”這一學術

史問題，我們則可以從東亞儒學這一跨文化研究的視野出發，通過具體的個案研究的層層累積，加以切實的推進，以

使東亞儒學成爲全球性“文明對話”的組成部分。須指出，石門心學固然是日本思想史的專門領域，但同時也可以是

東亞儒學的一個研究個案。以往的研究往往強調心學運動的日本社會背景，以爲近代日本的資本主義精神可以從石門

心學提倡“商人倫理”的思想運動中找到一定的思想根源，所以西方的那種對於現代化起到促進作用的宗教倫理，商

人精神亦可在近世日本的心學運動中找到某些共相。儘管這種研究努力有其學術的價值，然而在我們看來，將日本心

學置於東亞儒學的研究視野同樣重要，以此爲個案，可以使我們瞭解到日本文化中有著哪些中國因素，同時這些中國

因素又是如何被不斷“日本化”的。由此，或可促進我們對於儒學在東亞文化的歷史發展中所扮演的角色有更爲立

體，多元的把握和瞭解。

五 附錄：飛騨國心學運動中的中國因素（略）
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La Condition humaine au Temps de la Globalisation

Etienne Tassin

Je voudrais suggérer quelques pistes pour instruire le procès de la globalisation au nom de la mondialisation, en

adoptant une perspective cosmopolitique rénovée qui prend appui sur une lecture elle-même actualisée de la célèbre

analyse arendtienne de la condition humaine élaborée à la fin des années cinquante. Je défends la thèse que, loin

dʼêtre une mondialisation, ce quʼ on nomme aujourdʼhui globalisation correspond à un acosmisme généralisé

(Worldlessness) : une perte du monde due à sa destruction (Arendt), qui accomplit en réalité ce que Max Weber

avait diagnostiqué comme une Entzauberung, une démagification ou un désenchantement du monde, et Heidegger

pensé comme une Entweltlichung, une « démondanisation ». Si, contrairement aux apparences, la globalisation

sʼavère être sur les plans culturel et politique le principal obstacle à lʼappartenance de lʼhumanité au monde, à

lʼédification dʼ un monde humain, peut-être nous faut-il à rebours envisager la mondialisation comme une

« mondanisation » dʼun nouveau genre, qui sʼélève contre la globalisation.

Ainsi livrée, cette thèse paraît provocatrice. Elle correspond pourtant à une expérience commune et partagée ; et

elle bénéficie dʼune rigoureuse conceptualisation philosophique qui en étaye la pertinence aussi bien du point de vue

phénoménologique que politique. Lʼatteste, par exemple, à la différence de lʼanglais ou de lʼallemand, de lʼespagnol,

de lʼitalien ou du portugais, la préférence accordée par la langue française à « mondialisation » aux dépens de

« globalisation ». On peut donner à cette différence lexicale une signification philosophique dès lors quʼon reconnaît

en elle une perspective critique qui distingue un sens éminemment politique de la référence au monde (à la

mondanéité) ̶ en plus de sa signification culturelle évidente ̶ du sens prioritairement économique de la

référence au globe (à la globalité). Si lʼon entend que la globalisation désigne avant tout un processus économique

tandis que la mondialisation renvoie à une double dimension culturelle et politique, la question que soulève cet écart

entre mondialisation et globalisation (entre monde et globe) est celle du rapport entre politique et économie.

Formulée depuis la considération politique du monde, la critique de la globalisation (économique) au nom dʼune

certaine mondialisation (politique) requiert dʼasseoir la perspective cosmopolitique sur une nouvelle

compréhension de la condition humaine au temps de la globalisation.

Jʼindiquerai donc dʼabord rapidement ce qui différencie les deux perspectives portées par les références

distinctes au globe et au monde (1). Jʼindiquerai ensuite en mʼappuyant sur lʼanalyse arendtienne de la condition

humaine, quels rapports la politique est susceptible dʼentretenir avec le monde (2) pour en dégager les trois

dimensions du souci pour le monde quʼil lui revient dʼassumer (3). On sera alors en mesure de considérer ce quʼil

advient de lʼappartenance-au-monde dans la globalisation économique qui se déploie dans lʼhorizon du globe (4).

1. Mondialisation versus globalisation : le monde plutôt que le globe

Lʼunicité incluse dans la sphéricité du globe ne peut suffire à définir un monde commun. Sʼ il est difficile de

contester que la globalisation économique a déjà en partie réuni la totalité de la planète, de ses populations, de ses

cultures, de ses sociétés, en un monde unique, il nʼest pas acquis, loin de là, quʼun monde unifié, sphérique, global, soit
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véritablement un monde. A lʼunicité définitionnelle du globe sʼoppose en effet la pluralité constitutive du monde et,

singulièrement dʼun monde commun. Car comment un monde pourrait-il être dit commun sʼil nʼétait pas dʼabord

pluriel, cʼest-à-dire divisé et travaillé par dʼinnombrables conflits ? Se demander ce quʼil advient du monde quand la

totalité des territoires et des populations planétaires est soumise à la même loi du marché ̶ de lʼallocation des

capitaux à la consommation en passant par la production et la distribution ̶, cʼest sʼinquiéter de ce quʼil arrive au

monde lorsque la pluralité constitutive des êtres mais aussi des peuples, des communautés, des cultures ou des

Etats se trouve éliminée au sein dʼun unique processus économique global qui conforte lʼhomogénéité planétaire

contre lʼhétérogénéité culturelle et politique mondaine. Sans doute est-ce ce que suggère Arendt lorsquʼelle renvoie

la citoyenneté du monde au « désir commun dʼun monde un peu moins unifié. » (Arendt, 1974, 96) Comment être

attentif à ce désir partagé dʼun monde divisé, désir proprement politique qui, fidèle à la condition de pluralité, nous

invite à penser comment la division fait monde là où lʼunification économique attachée à la globalisation le défait ?

Lʼassimilation de la mondialisation à la globalisation trouve, semble-t-il, un appui autorisé dans la déclaration qui

ouvre le troisième article définitif du Projet de paix perpétuelle de Kant. Car lʼargument kantien qui soutient le droit

cosmopolitique sʼoffre aisément à cette mésinterprétation. La sphéricité du globe terrestre est signalée comme

motif dʼune co-appartenance de la Terre à lʼhumanité tout entière et raison dʼun droit de visite de chaque être

humain en toute partie du monde (Kant, 1986, 350). On en conclut que la possibilité que le monde soit commun à

toute lʼhumanité dérive de lʼunicité du globe. La Terre serait un monde commun du fait de son caractère global : sa

sphéricité implique un déplacement libre et indéfini de ceux qui lʼhabitent ; et donc un accueil de droit de ceux qui

migrent à sa surface. La mondanité ̶ lʼhumanité des conduites qui fait monde et dont lʼhospitalité est le nom ̶

procèderait de la globalité. Lʼ argument est pertinent au regard de ce quʼil vise : les fondements dʼun droit

cosmopolitique autorisant tout être humain à parcourir la planète et à être accueilli en chaque nation dans le respect

de la dignité attachée à lʼhumanité. On ne saurait le sous-estimer dans le contexte actuel dʼune globalisation qui tend

de façon drastique à criminaliser les migrations forcées et à nier toute dignité aux immigrés sans-papiers rejetés de

lʼhumanité, comme le furent les apatrides au lendemain de la Première Guerre mondiale (Arendt, 2000, ch. IX). Car

expulsés du monde sans pouvoir lʼêtre du globe ̶ autrement que sur le mode dʼune extermination de masse

systématique dont les camps totalitaires furent les laboratoires ̶, ils sont, au gré des arrangements que les

démocraties libérales passent avec les régimes autoritaires ou les « Etats voyous », condamnés à être traités comme

des choses ou des bêtes, privés des droits qui font lʼhumanité des humains.

Prise cependant hors de ce contexte argumentatif, lʼinvocation de la sphéricité du globe peut aussi laisser penser

que le mouvement quʼil est convenu de nommer aujourdʼhui globalisation entraîne automatiquement avec lui un

mouvement conjoint de mondialisation et dʼhumanisation. Comme si le processus de globalisation équivalait sans

reste à un processus de mondialisation. Or il nʼen est rien, bien au contraire, même du point de vue kantien : les deux

notions doivent être distinguées. Si dans lʼargument kantien lʼhospitalité peut métaphoriquement se laisser inscrire

au registre du globus, elle trouve en réalité sa raison dʼêtre dans une idée du mundus qui ne doit rien à lʼunicité

sphérique de la planète. Et cette raison dʼêtre est politique ou, doit-on dire plus rigoureusement, cosmopolitique. Ce

qui exige dʼentendre cette cosmopolitique en un nouveau sens, non strictement kantien, et de la référer à une

pensée du monde, à une politique du monde, qui nʼest mondiale que dans la mesure où elle nʼest pas globalisante.

2. La politique et le monde : une nouvelle condition humaine

Pour préciser la relation de la politique au monde et à la condition humaine, nous disposons dʼun excellent fil

directeur dans lʼanalyse de la vita activa proposée par Arendt dès 1958. Le tableau des activités humaines quʼelle

dresse articule les trois conditions auxquelles lʼhumanité est soumise ̶ la vie, lʼappartenance au monde, la pluralité

̶ aux trois activités quʼelle déploie pour y satisfaire ̶ le travail, lʼœuvre, lʼaction (Arendt, 1981 ; Tassin, 1999,
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285). On peut ainsi aisément rapporter chaque activité humaine à sa condition propre : le travail à la vie, lʼœuvre à

lʼappartenance-au-monde, lʼaction à la pluralité ; et indiquer conjointement la sphère particulière de la société

sollicitée par le déploiement de cette activité, mais aussi son évolution historique.

La sphère initialement privée de la domesticité économique consacrée aux activités laborieuses visant la

reproduction du vivant a peu à peu envahi la société tout entière au point de se donner à lʼépoque moderne comme

lʼunique dimension organisatrice du vivre-ensemble. La sphère sociale et culturelle dévolue aux activités

fabricatrices de lʼœuvre ̶ objets dʼusage et œuvres dʼart ̶ par lesquelles sʼédifie un monde humain sʼest peu à peu

trouvée soumise à la logique du marché qui commande aujourdʼhui lʼensemble de la vie économique et sociale. La

sphère publico-politique où se joue et se rejoue constamment lʼaction concertée des citoyens pris dans les luttes

dʼémancipation et les conflits dʼintérêts ou de valeurs par lesquels sʼaffirment les visées normatives offertes à la

collectivité, cette sphère sʼest trouvée elle-même absorbée par les impératifs économiques au point de se réduire à

la gestion des ressources et des populations.

Lʼanalytique de la vita activa nous permet donc à la fois de décrire au mieux les tensions qui caractérisent notre

monde dit globalisé et de dégager a contrario les lignes de ce que serait une authentique « politique du monde »

capable de prendre également en charge les attendus relevant du travail et liés à la reproduction du vivant, ceux

relevant de lʼœuvre et liés à lʼédification dʼun monde, et ceux relevant de lʼaction, liés aux engagements civiques

conflictuels qui divisent les communautés humaines. Elle nous met ainsi en mesure de saisir le sens et les enjeux

politiques dʼune mondialisation élevée contre les effets délétères de la seule globalisation économique.

Il nous faut pour cela faire porter lʼattention sur les dimensions du monde mobilisées en chacune des activités

humaines aux plans économique, socio-culturel et politique auxquels renvoient les trois activités. On notera alors

aussitôt que si, comme lʼindique Arendt, lʼ appartenance-au-monde est la condition spécifique de lʼœuvre par

laquelle sʼédifie le monde des artifices humains, il sʼavère cependant que notre rapport au monde ne sʼépuise

évidemment pas dans la seule sphère des activités fabricatrices et techniques, culturelles et sociales. Notre

être-au-monde se déploie également sur les trois plans économique, socio-culturel et politique ; et le monde

lui-même sʼoffre donc à nous sous dʼautres visages que celui que configure la fabrication matérielle et symbolique

des choses proprement humaines par laquelle nous lʼédifions. Certes, le monde humain est dʼabord et avant tout le

monde de la culture, cʼest-à-dire en réalité des cultures, au pluriel, liées aux peuples et aux communautés ethniques

ou nationales. Mais il nʼest pas que cela : il est aussi monde de la nature, ou monde de la vie ; et monde géopolitique,

théâtre des disputes interétatiques, des affrontements guerriers et des conflits inter et intra communautaires.

Nous devons donc tenir ensemble deux propositions divergentes dont la conjonction définit assez bien les enjeux

dʼune politique du monde en général (Tassin, 2011 b). Conformément à lʼanalytique de la vita activa arendtienne, la

première proposition fait de lʼappartenance-au-monde la condition spécifique de lʼœuvre. Que lʼœuvre soit

conditionnée par lʼappartenance-au-monde indique que ni le travail (donc lʼéconomie) ni lʼaction (donc la politique)

ne requièrent le monde comme leur condition spécifique même si, bien sûr, toute vie suppose un « monde de la vie »

économique (une économie du vivant), et quʼaucune pluralité agissant de concert ne saurait se déployer hors dʼun

« monde des communautés » politiquement organisées (une politique du pluriel). Cependant, lʼactivité économique

est conditionnée par le fait dʼ être vivant et lʼactivité politique lʼest par le fait de la pluralité : seule lʼactivité

fabricatrice lʼest par lʼappartenance-au-monde sous la forme dʼune culture des mondes humains. En revanche, la

seconde proposition invite, elle, à prendre en compte la manière dont cet être-au-monde qui conditionne la

fabrication se diffracte sur les autres plans de lʼexistence en sorte que ceux-ci rencontrent le monde comme un

problème pour eux. Que devient cette appartenance au monde quand la préoccupation économique pour la

reproduction du vivant en vient à sʼimposer à toutes les activités humaines ou quand les citoyens, les peuples ou les

Etats entrent en conflits les uns avec les autres ? Ou, dit autrement, comment les compétitions économiques et les
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conflits politiques rencontrent-ils la question du monde ?

Pour répondre à cette question, il nous faut prendre en considération les tensions qui dressent les conditions les

unes contre les autres dès lors que les activités entrent en contradiction les unes avec les autres, comme chaque

jour en apporte le témoignage. Que se passe-t-il lorsque la vie sʼélève contre le monde ou lorsque la pluralité se

dresse contre lui au point parfois de menacer ce dernier de destruction? Car il existe, structurellement, un

« acosmisme » de la vie et un « acosmisme » de la pluralité : livré à lui-même, le processus dévorant de la vie en vient

à détruire le monde, de même que le détruisent aussi sûrement lʼanarchie de la pluralité laissée à elle-même lorsque

celle-ci nʼest pas politiquement organisée ou, à lʼinverse, lʼélimination de la pluralité lorsque celle-ci est soumise au

cercle de fer des politiques unificatrices et centralisatrices mises au service de la domination totale. On doit donc se

demander ce que lʼaction politique plurielle, dʼun côté, ce que lʼaction économique vitale de lʼautre, font du monde,

soit ce quʼelles font subir au monde lorsque lʼune et lʼautre sont laissées à elles-mêmes. Bref, quʼadvient-il du monde

lorsque la course au profit et le processus dévorant de la vie que celle-ci entraîne ne sont plus socialement motivés

ni politiquement organisés? Ou quʼ advient-il du monde lorsque la pluralité des acteurs politiques, acteurs

individuels, communautaires et étatiques, nʼagit plus en vue du monde ou ne règle plus son agir sur les réquisits

dʼune appartenance-au-monde sensée mais livre ses combats dans lʼignorance des enjeux mondains et donc

mondiaux de toute vie et de toute action humaine ?

Cette préoccupation, dont on ne saurait négliger la portée, a été soulignée par Arendt elle-même lorsquʼelle a

rappelé quʼ« au centre de la politique, on trouve toujours le souci pour le monde et non pour l’homme, et en vérité le

souci dʼun monde organisé de telle ou telle façon, sans lequel ceux qui se soucient et qui sont des politiques

estimeraient que la vie ne vaut pas la peine dʼêtre vécue. » (Arendt, 1995, 44) Sous quelle forme ce souci, quʼArendt

prend soin de présenter comme le souci politique central, peut-il trouver à sʼassumer au regard des trois plans

dʼexistence déployés sur les trois registres dʼactivité ?

3. Une triple sollicitation mondaine

Force est de reconnaître que ce souci se décline à son tour sur les trois versants sous lesquels le monde se

présente à nous. Et que ce triple souci pour le monde appelle avec lui ce quʼon peut appeler une triple injonction

mondaine.

Sur le plan économique conditionné par la vie, au regard donc du travail voué à « reproduire une vie toujours

perpétuellement mourante », selon la formule de Marx, le monde se présente comme monde de la vie. Milieu de vie,

biotope planétaire, le monde est saisi sur ce plan comme écosystème du vivant. De ce point de vue, le souci pour le

monde est un souci environnemental. A ce souci correspond une injonction écologique.

Sur le plan culturel et social conditionné par lʼappartenance-au-monde, au regard donc de lʼœuvre destinée à

édifier un monde commun dʼartifices, le monde se présente comme monde de la culture et à vrai dire toujours

comme monde des cultures. Produit de lʼesprit humain en ses diverses expressions symboliques, musée des cultures

actuelles et passées, le monde est saisi sur ce plan comme patrimoine commun de lʼhumanité. De ce point de vue, le

souci pour le monde est un souci patrimonial. A ce souci correspond une injonction œcuménique.

Sur le plan politique conditionné par la pluralité ̶ des êtres, des communautés, des Etats ̶, au regard donc de

lʼaction appelée à promouvoir « lʼégaliberté » (Balibar, 2010) des humains, des peuples et des Etats, le monde se

présente comme monde de la pluralité, lequel est indissociablement monde de la liberté et monde de lʼégalité. Lien

humain intangible, réseau de relations déployées sous condition dʼun espace publico-politique dʼapparitions, national

et métanational, le monde est saisi sur ce plan comme scène et horizon commun de la pluralité des acteurs dont

lʼexistence politique est par définition transnationale précisément dans la mesure « où le national de chaque pays ne

peut entrer dans cette histoire universelle de lʼhumanité quʼen restant ce quʼil est et en sʼy tenant obstinément. »
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(Arendt, 1974, 103) De ce point de vue, le souci pour le monde est un souci plural. A ce souci correspond une

injonction cosmopolitique.

A la triple représentation du monde, comme écosystème du vivant (milieux de vie des systèmes naturels et

artificiels de reproduction de lʼanimal laborans), comme patrimoine culturel des peuples (symbolisations

matérielles et immatérielles des formes dʼappartenance au monde que sont les cultures de lʼhomo faber), comme

réseau transnational et scènes publico-politiques ou arènes mondiales dʼagir concerté (communautés

métanationales des acteurs politiques, figure renouvelée du zôon politikon), correspond donc un triple souci :

environnemental, patrimonial (ou écouménal, dans le langage de Berque) et plural. Et corrélativement, une triple

injonction : écologique, œcuménique et cosmopolitique. Ces trois soucis et ces trois injonctions sont liés. Ensemble ils

dessinent les attendus et les enjeux dʼune politique du monde. Le souci environnemental pour le monde est

inséparable dʼun souci patrimonial pour ce monde et tous deux sont à leur tour indissociables dʼun souci plural pour

le même monde. Sʼélabore ainsi une compréhension forte et exigeante du fait quʼau « centre de la politique on trouve

toujours le souci pour le monde et non pour lʼhomme ». Car ce nʼest pas de lʼhomme ou de la vie quʼil est dʼabord

question en politique mais avant tout du monde, monde vécu et monde commun parce que partagé

conflictuellement avec dʼautres, monde divisé en mondes donc, sans lequel cette vie ne sʼélèverait jamais à la dignité

dʼune existence et sans lequel aucune action concertée avec dʼautres et contre dʼautres ne rencontrerait à la fois sa

demeure et son horizon de sens.

Ainsi sʼindique comment la politique rencontre le monde et, plus encore, sʼordonne au souci pour le monde ;

comment la politique est sommée par une triple injonction corrélative dʼêtre toujours à la fois écologique,

œcuménique et cosmopolitique. Or force est de convenir que sur ces trois plans, il nʼexiste à ce jour aucune politique

mondiale qui soit à la hauteur des enjeux que dessinent ces trois dimensions du souci pour le monde, aucune qui soit

fidèle à cette triple injonction, quels que soient les efforts déployés par les Etats ou les organisations internationales.

Que lʼon considère les « sommets » consacrés à la préservation des richesses naturelles et à la biodiversité depuis le

rapport du Club de Rome, les sommets de Rio et ceux qui ont suivi jusquʼau récent Rio + 20, ou les requêtes des

nombreuses agences internationales soucieuses de lʼenvironnement et portées par lʼinjonction écologique qui croise

évidemment le défi de lʼalimentation de la planète (FAO, PNUD, etc…) ; que lʼon considère les efforts de lʼUNESCO

et des innombrables ONG soucieuses du patrimoine mondial, portées, elles, par lʼ injonction œcuménique dʼun

dialogue interculturel ; ou enfin, que lʼon sʼattache aux initiatives de lʼONU, des différentes institutions

internationales et autres G8 ou G20 relativement au souci dʼune communauté mondiale et à lʼ injonction

cosmopolitique ̶ dans tous les cas, on doit reconnaître quʼil nʼexiste à ce jour aucune instance ni aucune force

susceptible de satisfaire au niveau mondial lʼune ou lʼautre des trois injonctions motivées par le souci pour le monde.

Et a fortiori, les trois ensemble. Mais lʼ on doit aussi reconnaître quʼ il nʼexiste guère non plus de politiques

« nationales » qui aient pris la mesure du problème et aient reconnu que la préservation de lʼenvironnement nʼavait

de sens que couplée à la défense de la diversité culturelle des modes de vie dans le monde, tandis que celle-ci

appelait une cosmopolitique qui ne saurait sʼ épuiser dans lʼ unique et décevante gestion ex-post des conflits

mondiaux.

Pourtant, si le souci pour le monde est au centre de la politique, alors lʼarticulation des trois dimensions de ce

souci, environnemental, patrimonial et plural est la tâche proprement politique dʼun agir cosmopolitique qui

prendrait en charge, dans la dimension de conflictualité propre à la politique, les injonctions écologique et

œcuménique. Mais est-ce dans cette direction que sʼoriente aujourdʼhui lʼhumanité sous lʼeffet de ce quʼon appelle la

globalisation ?
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4. Une globalisation immonde et inhumaine

On soupçonne que la réponse est négative. On pourrait sommairement décrire le mouvement de globalisation

économique induit par le développement de ce quʼArendt a nommé un process of life généralisé en le ramenant à

trois dispositions indissociablement mêlées : domestication, consommation, unification, qui réduisent le monde à la

seule dimension du globe.

Domestication versus publicisation

En premier lieu, la globalisation économique correspond en même temps à lʼextension illimitée de la sphère

domestique et de ce que Aristote avait nommé la chrématistique : lʼoikonomia, lʼadministration de la maisonnée,

ramène la totalité du domaine auquel elle sʼapplique à une même et unique gestion domestique ; mais, sous lʼeffet de

la productivité croissante, elle en étend les effets à la planète entière. Lʼéconomie nʼa pu devenir une économie

dʼabord nationale, puis multinationale et enfin transnationale et donc globale, quʼen amplifiant et en étendant à la

surface totale du globe le mode dʼorganisation et de consommation du ménage. Aménagement et management

soumettent ainsi le monde à la gestion managériale des ressources et des profits.

Sous cet angle, la globalisation est donc dʼabord une domestication : non seulement au sens dʼun apprivoisement et

dʼune exploitation ̶ ou dʼun « arraisonnement » et dʼune « computation » universels (Heidegger) ̶, mais aussi au

sens dʼune privatisation. Domestication et privatisation généralisées du monde, la globalisation procède alors à une

élimination systématique des services publics et des domaines publics où se déploient dʼautres modes dʼêtre et

dʼagir que ceux de la production/consommation ordonnés au profit et à la jouissance ̶ en particulier ces modes

dʼêtre-au-monde quʼont dit culturels et ces modes dʼagir que nous appelons politiques et qui, les uns comme les

autres mais chacun à sa manière, visent lʼinstauration dʼune monde commun et lʼinstitution dʼun lien humain plutôt

que la consommation dʼun bien ou la gestion dʼun échange. Lʼélimination des espaces publics proprement dits au

profit des foyers de consommation qui sont autant dʼisolats, entraîne avec elle la disparition du monde commun. Car

le monde nʼest pas un monde ni un monde commun du seul fait dʼune administration commune du système des

besoins (productions, échanges, consommations), du seule fait dʼune soumission commune à la logique capitaliste

néolibérale ou du seul fait dʼun comportement consommatoire identique pour tous. Seul un espace public non

privatif, non domestique, non économique, permet que sʼinstalle entre nous un monde qui est commun non de nous

unir mais de nous tenir à distance selon certains rapports que ne règle aucun intérêt (aucun profit) mais seulement

un inter est (le souci pour le monde qui inter homines est).

Consommation versus habitation

En second lieu, la loi du profit soumet le monde à la voracité du vivant, transformant tout ce qui le constitue en

bien de consommation ou dʼéchange. Lʼoikonomia ne procède donc pas seulement à la domestication et à la

privatisation du monde, elle en fait aussi lʼobjet dʼune consommation et dʼune jouissance, par définition privées, dans

la perspective de la reproduction du vivant. Aussi lʼéconomie assure-t-elle la victoire du « process of life » sur tous

les aspects de lʼexistence. Et particulièrement sur le monde. Le processus vital propre à lʼéconomie généralisée

transforme le monde entier en biens périssables, consommables, et ne laisse rien derrière lui … sinon ses déchets,

par définition im-mondes. La production de ce qui nʼest voué quʼà la consommation ne saurait en effet constituer un

monde. Tout au plus lʼéconomie se déploie-t-elle dans, et déploie-t-elle elle-même, un biotope, un milieu de vie, mais

lui-même aussi dangereusement menacé dans ses composantes en raison du « caractère dévorant de la vie ». Là où

la vie étend sa loi, le monde est menacé de périr au nom de la vie elle-même.

Il en résulte une alternative entre une logique économique et un souci politique pour le monde. Cette alternative
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nʼest pas entre lʼéconomie et lʼécologie, comme si la raison de lʼoikos (lʼécologie) sʼopposait à la loi de lʼoikos

(lʼéconomie). Car ainsi entendue, lʼécologie qui tente de corriger les effets littéralement immondes dʼune croissance

économique exponentielle est vouée à nʼêtre que la servante du processus dévorant de la vie quʼelle retarde mais

préserve aussi. Lʼinjonction écologique sʼépuise alors dans le souci environnemental et la protection de la nature est

mise au service de la croissance.

On doit au contraire reconnaître une contradiction insurmontable entre les deux ordres distincts que sont lʼoikos

dʼune part, la polis dʼautre part, le foyer domestique et de la chrématistique, dʼune part, celui de lʼespace public de

lʼaction politique, dʼautre part. Et il faut alors admettre conjointement que le monde ne saurait perdurer par la seule

raison de l’écologie tant que celle-ci reste seulement soucieuse de préserver lʼenvironnement (le milieu de vie) ou

de défendre un développement durable en sauvegardant tant que faire se peut lʼ écosystème planétaire. La

perduration du monde requiert autre chose : dʼ une part, une politique patrimoniale répondant à lʼ injonction

œcuménique, soucieuse de préserver le monde humain, monde culturel et pas seulement monde naturel ou monde

de la vie; et dʼautre part, une politique plurale répondant à lʼ injonction cosmopolitique, soucieuse dʼhonorer la

pluralité des valeurs portées par les différentes communautés humaines de manière conflictuelle.

Le destin du monde ne saurait tenir à une simple écologie, fût-elle une « écologie politique », il est relève dʼune

cosmopolitique, au sens strict,une politique du monde qui nʼest pas simple préservation écologico-économique de

lʼenvironnement ou de la nature, cʼest-à-dire du monde entendu au seul sens de lʼécosystème du vivant, mais qui

sʼefforce de prendre en charge ensemble les trois dimensions du monde en subordonnant la protection conjointe de

lʼenvironnement et du patrimoine culturel aux formes de conflictualités et dʼactions concertées que les Etats mais

aussi les peuples du monde sont susceptibles de déployer.

Homogénéisation versus pluralisation

Car en effet, troisième aspect de ladite globalisation, le monde nʼest pas simplement lʼensemble relativement

homogène des éléments planétaires qui composent lʼenvironnement commun des différents peuples de la planète, il

est avant tout la conflictuelle composition dʼune pluralité de communautés humaines au travers desquelles sʼarticule

et se préserve la diversité des formalisations symboliques de lʼexistence humaine, composition qui relève donc

autant de lʼœuvre que de lʼaction. Sans cette pluralité, il nʼ y aurait pas de monde ni de monde commun. La

communauté du monde procède dʼun paradoxe : il nʼy a de monde humain, cʼest-à-dire commun, que moyennant

une pluralité irréductible de communautés de monde prises elles-mêmes dans des conflictualités diverses, internes

et externes. Il nʼy a de monde que pour des cultures au pluriel, et de monde commun que pour une pluralité de

cultures et dʼEtats. La division des mondes, lʼhétérogénéité des communautés est constitutive du monde comme

monde commun. Sans divisions, pas de commun. Or, non seulement la globalisation économique récuse le monde

comme habitation déliée de toute fonctionnalité et de toute rentabilité en le considérant comme un gigantesque

gisement de ressources quʼ elle transforme en biens de consommation, mais elle détruit, en ramenant toute

production au seul foyer de lʼoikonomia, la pluralité culturelle sans laquelle il ne saurait y avoir de monde. Elle obéit

ainsi à une loi dʼunification ou dʼhomogénéisation directement contradictoire avec la condition de pluralité qui

sous-tend lʼexistence politique des humains, des communautés, des États.

Inversement, un monde politique commence non pas dans la simple reconnaissance des autres mondes, mais dans

la mise en rapport des mondes entre eux, dans leur composition ̶ qui nʼest ni assimilation ni intégration, ni

unification ni standardisation. La politique est la composition des mondes. Ou, aussi bien, une composition du monde

commun selon les partages et les divisions, très souvent conflictuels, que les communautés elles-mêmes travaillés

par des tensions internes nouent entre elles. Tel est le sens dʼune cosmopolitique, une politique des mondes. Elle ne

cherche pas à soumettre la totalité du monde à une administration commune, à une gestion commune des
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ressources, des productions, des échanges et des consommations, au gouvernement dʼune force commune qui

monopoliserait la violence légitime, pas plus quʼelle nʼinvoque une mythique régulation naturelle des besoins ou une

harmonie naturelle des jouissances. Elle consiste au sein de chaque État, de chaque communauté, de chaque groupe,

de chacun, à instituer les rapports avec les autres qui déploient un espace public où tous peuvent paraître et agir en

sorte que soient toujours préservés le principe et la possibilité factuelle des apparitions et des actions.

En guise de conclusion…

Ainsi se dessinent le sens et lʼenjeu mondains dʼune politique digne de la condition humaine au temps de la

globalisation. Celle-ci est cosmopolitique, au sens où elle fait de la possibilité du monde ̶ à la fois comme milieu de

vie, univers de culture et réseau des actions concertées ̶ lʼhorizon de toute action. Elle lʼest au sens où, dans chacun

de ses actes, en chacune de ses dispositions institutionnelles, sur chacun des plans où sʼentend une injonction

écologique, œcuménique et cosmopolitique, est visée lʼinstauration dʼun monde pluriel autant que sa perpétuation.

Cette visée du monde requiert à la fois la liberté et lʼégalité des acteurs et des spectateurs qui le composent ̶

individus ou peuples ̶, et lʼinstitution dʼun espace public dʼapparition de ces mondes communs aux êtres agissants.

Chaque polis, chaque communauté, chaque Etat peut et se doit dʼinstituer de tels espaces publico-politiques dévolus

à la concertation et à lʼaction commune. En ce sens, la cosmopolitique ne vise nullement lʼinstauration dʼun ordre

international ou dʼun Etat mondial, fut-il démocratique : elle vise de façon bien plus fondamentale et exigeante

lʼinstauration et lʼefficace de politiques publiques ordonnées à la promotion dʼun monde commun au sein des Etats

particuliers qui, dans leurs divisions et leurs conflits dʼintérêts, composent ce monde. Et elle doit le faire, dʼabord et

avant tout contre les puissances financières et économiques qui travaillent par un processus de globalisation du

marché à détruire ce monde sur les trois plans environnemental, patrimonial et plural.
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The Penetration of Buddhism in America:

Its Reality and Significance

Kenneth Tanaka

Reality

According to Professor Diana Eck, a specialist in contemporary American religions at Harvard University,

“Buddhism is now an American religion.” That Buddhism is seen as an American religion reflects the status of

Buddhism in the United States today.

Buddhists currently make up 1 to 1. 3 percent of the American population, or 3. 5 million, making it the

third-largest religion in the United States and constituting a seventeen fold increase from the 1960s. Of course, the

largest by far is Christianity, with about 75 percent of the population being Christian, followed by Judaism with 2

percent who are Jewish. Other faiths such as Hinduism are each less than 1 percent.

Beyond the three and a half million Buddhists, there are also those who do not claim to “be Buddhists” but are

keenly interested in Buddhism, especially its meditation. These people are called sympathizers or, somewhat

humorously, “Nightstand Buddhists.” They may not be members of any temples or centers but practice Buddhism

in the privacy of their home by meditating and reading Buddhist books. While reading them, they often keep the

books on their bedroom nightstand, hence the name. While there is no reliable data on the number of nightstand

Buddhists, it is estimated to be a couple of million people.

Moreover, in an earlier survey, 12 percent of the people replied that Buddhism has had “an important influence

on their thinking about religion or spirituality.” This amounted to about twenty-five million people. So, if we add up

all three groups (Buddhists, nightstand Buddhists, and those strongly influenced by Buddhism), they amount to a

little over thirty million people in America.

Factors for Growth

The growth of American Buddhism can be attributed to four factors, the importance of religion, societal

openness, the Dalai Lama influence, and spirituality.

Importance of religion: America values religion to a much higher degree than most other developed countries.

Ordinary people generally respect religious professionals, who also play vital leadership roles in the community.

And many parents make concerted effort to provide religious education for their children, for religion is deemed to

“be a positive thing” for providing children with spiritual and ethical foundation. If religion were not important, far

fewer people would take interest in Buddhism.

Societal openness: The second reason for the growth of American Buddhism lies in the fundamental societal shift

that took place in the 1960s, with greater openness toward religions other than Protestantism. For example, John F.

Kennedy, a Catholic, was elected president, and the Catholic Church itself underwent the liberalization process of

the Second Vatican Council. And the new immigration law helped to foster greater diversity with the arrival of
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more people from non-Western countries.

Within this greater openness, Buddhism was no longer seen as an exotic religion of the Orient. In fact, many

people interested in spiritual matters have regarded Asia to be superior to the materialistic West. Consequently,

the appeal of Buddhism lies in the fact that it was one of the superior Asian religions that could more effectively

respond to the spiritual decadence of the industrialized West.

The Dalai Lama’s influence: The third reason for the growth is the positive image of one single individual, the

Fourteenth Dalai Lama, Tenzin Gyatso. He is well known as a Nobel Peace Prize laureate and an exiled leader of

Tibet, but his impact as a Buddhist promoter in the West has been enormous. He is highly loved and esteemed by

the thousands who flock to hear his talks during his numerous American visits. The popularity of the Dalai Lama

lies in the fact that he is regarded as a spiritual leader who is peaceful, tolerant, and accessible, thus helping to foster

a new and refreshing element in American religiosity.

Spirituality: The fourth, and probably the most important, factor has to do with the change in the very nature of

American religiosity, wherein people are more attracted to spirituality than to organizational religion.

More people are heard saying, “I am not religious, but I am spiritual.” A noted scholar of religion, Wade Clark

Roof, defined spirituality as “personal experience tailored to the individualʼs own quests,” and he went on to define

spirituality in five key terms, connectedness, unity, peace, harmony, and centeredness. This differs from the five

terms that characterize traditional religion, which are God, sin, faith, repentance, and morals.

Buddhism, as presented in America, is characterized more by the former set of terms than the latter, which

makes it more in accord with the changing trend. As part of this attraction to spirituality that stresses personal

experience, Buddhism has been particularly effective in the following three areas.

The first is the healthy attitude of Buddhism when dealing with the suffering in life, such as old age, death, and

“losing.” Buddhism sees suffering as a natural part of life that needs to be understood, accepted, and turned into a

springboard for living a more full and meaningful life.

Second, Buddhism gives much value to the personal understanding of the individual, for the teaching cannot

make sense if it fails to speak directly to the experience of the unique individual. This is the reason why many

American Buddhists are particularly fond of these famous words of the Buddha: “Do not accept a statement on the

grounds that it is found in our books . . . or because the teacher said so.”

The third area of spirituality lies in peopleʼs attraction to meditation. This is probably the number one reason for

the growth of American Buddhism. Many find Buddhist meditation easy to do, mentally therapeutic, and spiritually

empowering and liberating. Sitting meditation, in particular, is the main practice in Zen, Theravada, and Tibetan

schools, which have attracted the largest number of converts.

Significance

This growth of Buddhism in America has significance on two fronts, 1) the changes that are being brought to

Buddhism and 2) the fundamental shift taking place globally from traditional religion to spirituality, particularly in

advanced countries. I wish to elaborate on the second point as it is more pertinent to this symposium, but allow me

to first briefly discuss the first point for it contains some extremely interesting “firsts” for this ancient religion with

a history nearing 2,600 years.E

Buddhism has generally moved “eastward” to cover much of Asia but had not spread as a religion in any

significant way in a Western country. However, Buddhism has accomplished that for the first time in the second

half of the 20th century in America and in Europe. One can now declare that the wall that had prevented the

transmission of Buddhism to the West has fallen. Secondly, Buddhist transmission in Asia had gone from a central

culture to its peripheral cultures as in the case of India to Tibet and Southeast Asia as well as from China to
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Vietnam, Korea and Japan. However, the transmission to America breaks with that pattern for America, despite

the political and economic rise of China, is still the most dominant nation in the world. Third point has to do with the

fact that most countries in Asia did not import Buddhism only for its teaching of enlightenment but for its artistic,

technological and political purposes. The rulers sought these elements of Buddhism for the purpose of consolidating

their political power and enhancing the artistic, architectural and technological quality of their society. To the

contrary, in America it is the ordinary people, not rulers, who sought Buddhism for its original purpose, that of

enlightenment and spiritual well-being.E

These three firsts in the history of Buddhism are fascinating to discuss at length, but I will defer it for another

occasion and move on to the second point, that the growth of Buddhism in America signifies a shift from traditional

religion to spirituality among a growing number of people. This phenomenon, however, is not limited to America

but can be found in other parts of the world, particularly in the advanced countries of the West and Asia. Japan is no

exception in this regard. It is a global phenomenon of modernity that challenges traditional religions to rethink their

modes of presenting their teachings and of their dealings with their adherents.

Based in part on Prof Roofʼs definition alluded to earlier (i.e., “personal experience tailored to the individualʼs own

quests”), I wish to define spirituality as “individualʼs experience of the sacred.” There are three features to this

definition, which are 1) individual, 2) experience and 3) the sacred.

Taking up the last of the three features first, “the sacred” may overlap with the sacred sought in traditional

religions, but spirituality also goes beyond them to include non-religious or secular sense of the sacred stemming

from even such realms as nature, music, and visual art. Further, one other distinguishing quality of the sacred in

spirituality can be seen in its emphasis on the “ordinary” activities of daily life. The sacred is realized not only in the

extraordinary but also within the ordinary.

The emphasis on the “individual” as opposed to the collective is the other feature of spirituality. People interested

in spirituality place far greater emphasis on the individualʼ s personal experience of the sacred rather on the

external authority of religious tradition and its institution. Churches, synagogues, mosques and temples represent

the collective sacredness of their respective time-tested traditions. However, many contemporary seekers have

found their spiritual needs unfulfilled, for their traditional religions had failed to become meaningful without the

teachings being more personalized or individualized.

The third feature of spirituality is “experience,” which is distinguished from simply rationally knowing the

teachings or assenting to a set of creed or doctrines put forth by their religious institutions. Experience calls for oneʼs

personal realization with not only the head but also the heart and the total being so that a seeker comes to “embody”

the sacred, enabling the sacred to be fully appreciated by the totality of oneʼs being.

I am in agreement with scholars who have argued that spirituality is the consequence of modernity, whose

greatest feature is individualism. Modernity has brought on the shift from the collective to the individual in many

facets of life. And globalization has contributed to this shift by encouraging individuals to place lesser emphasis on

institutions for they are less reliable and durable. For example, people can no longer rely on companies for life-time

employment and thus cannot exhibit the same kind of loyalty to the company as in previous generations. Hence,

people are forced to rely on themselves as the primary source of stability.

This focus on the individual has further led to the sacred being located in the inner self. Combined with the

factors previously mentioned, modernity and globalization have led to the loss of clear identity so that people are

less clear on knowing who they really are. In traditional societies, unlike today, people had prescribed roles that

were permanent and clearly-defined. Today, peopleʼ s roles are not clearly defined and are extremely fluid.

Consequently, many people are in search of their true self which is seen to lie within themselves. This shift has been

referred to as the “subjective turn,” one of the characteristics of modernity.

The shift to the individual and the attendant need to understand oneʼs true self is one of the reasons for the
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popularity of meditation as previously discussed. By some estimates as many as 20 million people meditate daily in

America, attesting to its popularity and need. Meditation is now practiced beyond the boundaries of religion in such

places as hospitals and therapy office where it is seen to be effective in reducing stress and pain, enhancing the

immune system and facilitating psychotherapeutic clarity.

However, some have regarded these aspects of spirituality as excessively “privatized” and “individualized” with

the insinuation that its self-centered character leads to the sacrificing of community and sharing. It is true that, for

example, some members of Insight Meditation groups in America have been prone to select only meditation at the

rejection of rituals and the teachings of the Theravada Buddhist tradition. Even some of its leaders have voiced

concerns about the “excessive” individualized character of meditation, in which some meditators hardly ever

interact with their larger spiritual community.E

However, I would like to see this trend toward individualized spirituality as a positive development and not

necessarily a sign of spiritual decadence. Individual experience of the sacred is precisely the mode of religiosity that

Shakyamuni Buddha experienced under the Bodhi tree at the age of 35. While no modern seeker can claim the same

level of spiritual achievement as the Buddha, these modern Buddhist meditators have not deviated from the

original aim of Buddhism.

In fact many of these seekers are well-read, as the term Nightstand Buddhists indicate, and have very good

grasp of the philosophical dimensions of Buddhism, for many are well-educated and situated in the middle to upper

middle income groups. They tend to be people who are dissatisfied with the teachings of traditional religions, which

they regard as outdated and too simplistic in this globalized world. They are not looking for black and white

answers to follow but seeking spiritual maturity to provide the foundation necessary for making their own decisions

on religious and ethical matters.E

Further, with growing religious diversity, many are seeking a form of spirituality that can provide a healthy and

cooperative way for the various religious traditions to co-exist. The world can no longer afford religious intolerance,

exclusivism and isolation among religions. There is less and less room for religions which considers it the only true

religion and the only claim to truth. World peace requires an attitude of pluralistic openness. As Dr. Hans Kung, a

noted Christen theologian involved in religious dialogue, stated, “There can be no world peace without peace

among the religions, and there can be no peace among the religions without dialogue.” And many have found

Buddhism to be that very tradition that can foster greater dialogue.

Buddhism, as presented in America, is attractive to those who value and cherish “thinking for themselves” and

their personal experience. For these reasons, it my view that Buddhism will continue to grow steadily, thereby

enabling it to even surpass Judaism as the second largest religion in America in the next few decades. And this high

level of attraction will be repeated in other advanced countries in the West, particularly Western Europe, Canada,

and Oceania as well as in Asia among the thoughtful, educated class. In this sense, we are witnessing the realization

of the prophetic view put forth by none other than Albert Einstein, who spoke about three stages of religion, 1)

religion of fear, 2) moral religion and 3) cosmic religion. He felt that in the 20th century and beyond with the

advancement in the sciences, humans would require cosmic religion, which “harmonizes the natural and the

spiritual in a meaningful unity.” And he considered Buddhism to be a representative cosmic religion !
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Zur Anschauung und Reflexion bei Nishida und Husserl

Yamaguchi Ichiro

Nach der Publikation von „Untersuchung über das Gute (Zen no Kenkyu)“, wo es um den Standpunkt der

„reinen Erfahrung“ geht, widmete sich Nishida der logischen Integrität zwischen den Momenten der Anschauung

und der Reflexion. Das Ergebnis dieser Untersuchung findet sich in „Anschauung und Reflexion in der

Selbstgewahrnis (Jikaku ni okeru chokkan to hansei)“. Die reine Erfahrung zeigt die Dimension „vor der Spaltung

zwischen Subjekt und Objekt (shukyaku mibun)“. Aber das Denken, das diese Spaltung voraussetzt, fungiert in

dieser Dimension eindeutig nicht. Nishida versucht in der reinen Erfahrung als Anschauung des „Vor der Spaltung

zwischen Subjekt und Objekt“ eine Entsprechung zur Anschauung der „reinen Dauer (durée pure)“ von Bergson

zu zeigen und das Moment der Reflexion beim Begriff der Reflexion in der Logik des Neukantianismus

hervorzuheben, somit beide Momente in seine Philosophie zu integrieren.

Durch dieses Unternehmen wurde die Richtung auf die Synthesis beider Momente, nämlich die Richtung auf den

Begriff der „Tathandlung“ Fichtes gezeigt. Doch laut Shizuteru Ueda, der die Entwicklung der Philosophie Nishidas

im Prozess von der reinen Erfahrung zur Selbstgewahrnis und schließlich bis zur Ort-Logik sieht und sich über die

Tathandlung Fichtes äußert, ist der Fehlschlag in diese Richtung, auf den Begriff der Tathandlung, Nishida selbst

allmählich klar geworden, weil die Tathandlung mit ihrer wesentlichen Charakterisierung der Egologie der reinen

Erfahrung des „Vor der Spaltung zwischen Subjekt und Objekt“ nicht entsprechen kann. Der Standpunkt der

Tathandlung Fichtes wird in die Dimension der Selbstlosigkeit des Nicht-Ichs in dem „Ort des absoluten Nichts

(zettaimu no basho)“ durch die Negation der Egologie der Tathandlung aufgehoben. Daher ist es hier mein

Anliegen, nach dem Grund zu zeigen, warum Nishida in dem Begriff der Tathandlung nach der Möglichkeit des

Integration von Anschauung und Reflexion gesucht hat und warum die Schwierigkeit dieser Integration verborgen

geblieben war. Dabei wird sich herausstellen, dass Nishidas Interpretation des Begriffs der Tathandlung Fichtes

und des Begriff der Intentionalität Husserls zur Erhellung der einschlägigen Gründe eine sehr wichtige Rolle spielt.

Ferner wird eine zusätzliche Betrachtung hinzugefügt, nämlich auf welche Weise das Moment der Negation

bzw. des Nichts in der reinen Erfahrung in die Ort-Logik, wie Ueda sie darlegt, entfaltet wird, damit ein neuer

methodischer Ansatz durch eine komparative Betrachtung des Verhältnisses zwischen demMoment der Negation

und dem Begriff der passiven Synthesis Husserls dargestellt werden kann. Dadurch wird die methodische

Problematik Nishidas, die in der voluntaristischen Tendenz seines Denkens, der Ganzheit von Wissen, Fühlen und

Willen implizit verborgen bleibt, offenbar.

1. Probleme, die im Begriff der Selbstgewahrnis und in Nishidas Interpretation des Begriffs

der reinen Dauer Bergsons liegen

Nishida sagt: „Die hier genannte „Selbstgewahrnis“ ist die Selbstgewahrnis des apriorischen Ichs. Das ist ähnlich

wie die so genannte Tathandlung Fichtes.“(S.3.) 1 Er versucht, die Dimension des „Vor der Spaltung zwischen

Subjekt und Objekt“, schlicht gesagt, von dem Aspekt der transzendentalen Apperzeption der transzendentalen
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Ichs nach Kant zu erklären. Diese Absicht wird klar, wenn er den Begriff der reinen Dauer Bergsons auch kritisch

zu interpretieren versucht. Er sieht die reine Erfahrung als eine „besondere Erkenntnis der Empfindung“(93) an

und kritisiert Bergsons Einsicht des Fließens des Bewusstseins als der reinen Dauer an Bergsons Behauptung,

dass „man auf das gerade vorbeigehende Moment der Vergangenheit nicht zurückblicken kann“(ebd.). Der Grund

seiner Kritik liegt darin, dass „das korrekte Verständnis über den Prozess der Zeit und die Änderung des

Bewusstseinsinhaltes das überzeitliche und unveränderliche Bewusstsein im Hintergrund braucht“(94). Also für

das Bewusstsein von der Änderung des Bewusstseinsinhaltes ist „die Einheit der transzendentalen Apperzeption“

(ebd.) nach Kant notwendig. Er behauptet, dass „das Bewusstsein der Zeit ohne die transzendentale

Überzeitlichkeit der Zeit widersprüchlich ist.“(95) Dazu werde ich kritisch Stellung nehmen.

1) Nishidas Kritik an Bergsons Zeitlehre, nämlich an der “Unwiederholbarkeit der reinen Dauer” besagt:

“Bergson sagt, dass die reine Dauer nicht wiederholbar ist. Aber diese Unwiederholbarkeit selbst nur dadurch

denkbar, dass es das die Zeit transzendierende Ding hinter dem Grund dieser Aussage geben muss. Er übersieht

die über die Änderung transzendierende Seite der Einheit, indem er von dem Gedanken der Zeit gefangen

bleibt.“(220)

Nishida vertritt hier den Standpunkt des Neukantianers Lotze, der auf der Einheit der transzendentalen

Apperzeption des Ichs beruht. Dadurch wird die Bergsonsche Grundeinsicht der kreativen Evolution des Lebens

auf die Auffassung der „Selbstgewahrnis des Ichs a priori“ beschränkt. Deshalb musste hier die Dimension der

reinen Erfahrung des „Vor der Spaltung zwischen Subjekt und Objekt“ durch die Egologie der Tathandlung

interpretiert werden. Diese Notwendigkeit wird unten schrittweise erhellt.

2) Nishida versteht die reine Dauer Bergsons als das Metaphysische, das vom Denken nicht erfasst, sondern nur

intuitiv erlebt werden kann. Die reine Dauer selbst wird nicht weiter philosophisch reflektiert und analysiert, weil

der intuitive Gehalt der Intuition durch die philosophische Reflexion verzerrt und verräumlicht wird. Diese

bekannte Einsicht sollte charakteristisch für die richtige Auffassung der reinen Dauer Bergsons sein. Andererseits

hat Husserl seine phänomenologische Analyse der „Dauer der Empfindung“ in seiner Vorlesung über das innere

Zeitbewusstsein entfaltet. Dabei hat er die Zeitlehre aus der Perspektive des Neukantianers Lotze, der sich auf die

transzendentale Apperzeption des Ichs bei Kant stützt, kritisch überwunden. Lotze behauptet, dass das

überzeitliche Wissen für die Vorstellung von dem Nacheinander mehrerer Vorstellungen notwendig sei, und dass

diese als eine Einheit derselben durch dieses Wissen aufgefasst werden müssen. Hingegen weist Husserl darauf hin,

dass jedes Vorstellen, das als Bewusstseinsakt bewusst wird, seine Zeitdauer, in der jeder Bewusstseinsakt erst

aktiviert werden kann, haben muss, und dass jeder Bewusstseinsakt durch seine Durchführung selbst unmittelbar

urbewusst ist. Das Bewusstsein von der Zeitdauer jedes Bewusstseinsaktes ist durch das Urbewusstsein und die

daran unmittelbar anschließenden Retention konstituiert. Das überzeitliche Wissen durch die transzendentale

Apperzeption des Ichs beteiligt sich daran mit der Zeitigung selbst nicht. Es ist nichts anderes als das abstrakt

Vorgestellte, das durch die Zeitigung nachträglich konstituiert wird. Husserl sieht, dass das überzeitliche Wissen

des transzendentalen Ichs nicht nur die Zeitigung nicht betrifft, sondern durch die Evidenz der Zeitdauer des

Bewusstseinsaktes als eine metaphysisch-dogmatische Annahme abgelehnt wird. Durch die Unterscheidung

zwischen dem durch die Zeitdauer konstituierten Bewusstseinsakt und der urbewussten Retention, in der sich

diese Zeitdauer selbst konstituiert, wird das aus der Frage der Reflektierbarkeit des Bewusstseins entspringende

Problem des unendlichen Regresses, d.h. dass das Bewusstseins von der Zeitdauer durch den Bewusstseinsakt, der

selbst bei seinem Fungieren eine bestimmte Zeitdauer braucht, nicht konstituiert erklärt werden kann, als

gegenstandslos aufgelöst. Das Hauptkriterium für die logische Beweisführung ist dabei die apodiktische Evidenz

des Urbewusstseins, die durch die phänomenologische Reduktion erreicht wird.
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3) Der Begriff des Urbewusstseins wird nach der Art und Weise hinterfragt, wie das Urbewusstein selbst in dem

immanenten Zeitbewusstsein konstituiert wird, und es wird gezeigt, dass es nur durch die daran unmittelbar

anschließende Retention, die nicht den Charakter der aktiven Intentionalität aller Bewusstseinsakte hat, sondern

den der passiven Intentionalität ohne Aktivität der Ich-Beteiligung, zum Urbewusstsein von etwas werden kann.

Dieses Urbewusstsein nähert sich wegen des erkenntnistheoretischen, formal-strukturellen Zusammenhangs dem

Begriff der „intellektuelle (n) Anschauung“ Fichtes an. Aber Fichte reflektiert die Quelle der intellektuellen

Anschauung selbst nicht weiter; im Begriff der „Tathandlung“, die von Nishida als „Identität zwischen dem Sinn

und der Tatsache“ interpretiert wird, erhält sie erst ihre genaue Bestimmung. Sehr interessant ist dabei, dass

Nishida die Nähe des Begriffs der Tathandlung zum Begriff der Intentionalität Husserls auf folgende Weise

behauptet. Er sagt:

“Das intentionale Erlebnis nach Husserl ist die unmittelbare Erfahrung, die ich als die Entwicklung des Sinnes

selbst bezeichne. Dieses entspricht exakt der Tathandlung Fichtes, die zeigt, dass der Sinn gleich der Tatsache

und die Tatsache gleich dem Sinn ist. Das Sehen ist nämlich die Selbstentwicklung der Farbe und der

Form.“(156)

Der in diesem Kontext erwähnte Husserl zeigt den Begriff der Intentionalität in „Ideen I“ als Grundschema der

Korrelation zwischen Noesis und Noema, und zwar in der Weise, dass Noesis die Empfindungsdaten beseelt und

dadurch Noema konstituiert wird. Wenn auch Nishidas Versuch, diese intentionale Korrelation als das „So-Gleich

(Sōsoku)-Verhältnis zwischen dem Sinn und der Tatsache zu interpretieren, als ein Versuch akzeptiert werden

könnte, ist es kaum möglich, dem letzten Verhältnis von „So-Gleich“ eine Entsprechung mit dem Husserlschen

„Urbewusstsein von dem Bewusstseinsakt“ zuzuschreiben, der der „intellektuellen Anschauung“ Fichtes

entspräche. Der Grund ist klar, denn das Urbewusstsein weist keine Aktivität und Leistung des Ichs auf und kann

gerade deswegen unbewusst bezüglich der Differenzen der verschiedenen Akte der Intentionalitäten sein. Es ist

deshalb zwar möglich, die Erklärung der „unmittelbaren Erfahrung als der Entwicklung des Sinnes“ durch die

Tathandlung des apriorischen Ichs mit der aktiven Intentionalität von Noesis und Noema zu vergleichen, jedoch ist

ein Vergleich mit dem Urbewusstsein, der Retention und der Assoziation, also den vor der Aktivität der

Ich-Leistung fungierenden, passiven Intentionalitäten, die in der Zeitdauer der reinen Dauer Bergsons bereits am

Werk sind, kaum möglich.

4) In der Einsicht der „Selbstentwicklung des Bewusstseinsinhalts“ Nishidas ist seine Absicht erkennbar, sie mit

der „Wesensanschauung“ Husserls zu verbinden. Nishida sagt:

„Man könnte beispielsweise denken, dass die Auffassung der einzelnen, spezifischen Farbe unter dem

allgemeinen Begriff Farbe als die innere Entwicklung des Wesens (org. Deut.), das in der so genannten

Husserlschen Anschauung des Inhaltes der Erfahrung, der Farbe allgemein, gegeben wird.“(45)

Es ist in diesem Zusammenhang jedoch zu bedenken, dass es so etwas wie die innere Entwicklung des Wesens in

der Wesensanschauung Husserls nicht gibt, und dass die Wesensanschauung aus der Perspektive des Prozesses

der Wesensanschauung gesehen (Anm. Erfahrung und Urteil), als Endergebnis durch diesen Prozess entsteht, sie

also nicht als eine Entwicklung des von Anfang an vorausgesetzten, universalen Wesens angesehen werden kann.

Um dies an einem konkreten Beispiel dem „Wesen der Farbe, Rot“, zu veranschaulichen:

„In der konkreten Erfahrung wie der der„(Farbe) Rot“ sind die Qualität Rot - im Husserlschen Sinne als Wesen -,

ein rotes Ding als objektives Sein mit der Qualität Rot, die Empfindung „Rot“, und das Empfinden, nämlich der

Bewusstseinsakt des „Rots“, der Empfindungsakt also, voneinander zu unterscheiden.“(121)

Zu dieser quasi gewaltsamen Interpretation Nishidas ist eindeutig zu sagen, dass Husserl nicht nur die Zeitdauer,

sondern auch die Empfindung nicht unter dem Schema: Bewusstseinsakt und Bewusstseinsinhalt als

phänomenologisch auffassbar ansieht. Husserl zeigt mit seiner Analyse der Empfindung vielmehr, dass „die
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Erfahrung „Rot““ zwar als die Erfahrung des Wesens verstehbar, aber nicht als der durch den Bewusstseinsakt

konstituierte Bewusstseinsinhalt, sondern als das Urbewusstsein von dem durch die Assoziation ohne Ich-Leistung

Vorkonstituierten verstehbar ist.

2. Logik und Mathematik, die zur Erklärung der Selbstentwicklung der reinen Erfahrung

herangezogen werden kann

Nishida versucht, das Moment des Denkens, das in der konkreten Erfahrung der reinen Erfahrung entwickelt

sein soll, durch seine Zuwendung zur Logik und dem mathematischen Denken des Neukantianismus zu

reflektieren. Wir können jetzt seinen methodischen Zugang zu diesem Problembereich deutlich charakterisieren.

Für Nishida sind Logik und Mathematik durch formale Gesetzmäßigkeiten charakterisierbar:

„Unsere unmittelbare Erfahrung ist die Selbstentwicklung des Bewusstseinsinhaltes. Das unabhängig von der

Entwicklung des Inhaltes, rein formal Gedachte ist das System der Logik und der Mathematik.“(79)

Aber die Charakterisierung der Formalität der Logik und der Mathematik beinhaltet etwas mehr als die

Bestimmung der kantischen „Form der sinnlichen Anschauung des Raumes und der Zeit“. Nishida kritisiert gerade

das formale A priori der Anschauung der Zeit und des Raumes und sagt: „Also wird die Mathematik nicht durch

die Formen der Zeit und des Raumes, wie Kant meint, aufgebaut, sondern die Formen der Zeit und des Raumes

selbst entstehen durch das von Rickert als homogenes Medium Bezeichnete als Basis der Mathematik.“(81)

Die Mathematik, wie Rickert sie versteht, umfasst im Widerspruch zu Nishidas Behauptung der formalen

Eigenschaften der Mathematik, das inhaltliche Moment des homogenen Mediums. Interessant für uns ist in diesem

Zusammenhang, dass Nishida dieses homogene Medium als „ein sinnliches A priori“ mit der „kreativen Synthesis“

von Wundt in Verbindung bringen will.

Bekanntlich stellte Husserl dem formalen A priori der Zeit und des Raumes das „materiale A priori“ gegenüber

(Anm. Logische Untersuchungen, II, 2, Seite 203). Dessen Genesis wird später in der Analyse der passiven

Synthesis der Assoziation tiefer analysiert. Nach Nishida ist es „möglich, das System des Empfindungswissens vom

A priori der Empfindungsqualität her zu konstruieren. Das ist nämlich - die so genannte kreative Synthesis

Wundts.“(87) Einerseits wird auf diese Weise die der Form vorangehende, konkrete Erfahrung betont,

andererseits ist die Tendenz eindeutig, das Verhältnis zwischen der Endlichkeit und der Unendlichkeit

mathematisch zu bestimmen. Nishida fasst das Verhältnis zwischen dem Unbewussten und dem Bewusstsein als

das Verhältnis zwischen dem Unendlichen und dem Endlichem auf.

„Seit Kepler ist die Denkrichtung festgelegt, dass der Punkt als der erzeugende Punkt (orig. Deut.) der Kurve

vom Aspekt der Qualität des Tangenten-Punktes gedacht wird. - Der Punkt ist nicht bloß ein Punkt, sondern

der Punkt, der Richtungen in seiner Position einschließt. Die Kurve entsteht aus solchen Punkten. Sie ist ein

Ganzes aus den „Tangenten-Punkten“(im Original Deutsch). Es ist denkbar, dass eine endliche Kurve aus

unendlich kleinen Punkten entsteht und dx der Ursprung von x ist.“ (110)

So sieht Nishida das Verhältnis zwischen dx und x auf einer Kurve als die beiden Seiten der ganzen, unendlichen

Reihe an. Unten wird gezeigt, was durch die Anwendung der Unterscheidung zwischen dem Endlichen und dem

Unendlichen für die Entwicklung der reinen Erfahrung gewonnen wird und was dadurch verloren geht.

1) Das Bewusstsein vom “Linien ziehen”

Nishida führt für die Erklärung des Verhältnisses zwischen der Wahrnehmung und der mathematischen

Einsicht das Beispiel vom „Linien Ziehen“ aus der KrV an, und zwar aus dem Kapitel über die transzendentale

Einbildungskraft .Er sagt:

„Die visuell wahrnehmbare Linie und die mathematische Linie lassen sich nicht als ein Gleichartiges ansehen.
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Aber es muss eine gemeinsame Grundlage geben. Sonst wäre es unmöglich, etwas Wahrnehmbares als Linie zu

sehen. Ich denke daher, dass das kreative System der konkreten Erfahrung in Fichtes Worten ausgedürckt

angeschaut werden kann als „das sich selbst als tätig anschauende Ich schaut seine Tätigkeit an, als ein

Linienziehen“ (Orig. Deut. Anm.Fichte), also als das gründliche Bewusstsein von kontinuierlicher Linie zu

denken ist.“ (137f.)

„Was ist es, was die mathematische Linie als Gegenstand des reinen Denkens zum Subjektiven beliebig

bestimmen kann?“(139) Diese Texte bergen verschiedene problematische Punkte.

2) Es ist unbegreiflich, warum Nishida so einfach von „einer gemeinsamen Grundlage der visuellen und

mathematischen Linie“ als einer notwendigen Voraussetzung ausgehen kann. Die hier genannte „Grundlage“ ist in

der Tat nichts anderes als die Selbstgewahrnis der Einheit des apriorischen Ichs bzw. die Tathandlung Fichtes, wie

sie in der Einleitung seines Buchs vorgestellt wird. Diese Grundlage wird zum kreativen System der konkreten

Erfahrung, das im Ich Fichtes am Werk sein soll, und somit wird die Orientierung auf die Theorie der

Selbst-entwicklung und -bestimmung der Aktivität des Ichs vollzogen.

3) In Bezug auf die Grundlage von der visuellen und mathematischen Linie führt Nishida die Frage nach dem

Verhältnis zwischen der analytischen Geometrie und der Arithmetik der Zahlenreihe in seine Betrachtung ein und

schreibt:

„Das Apriori beider〔der Arithmetik und Analysis〕hat das gleiche Fundament, d.h. die Grösse (orig. Deut.).

Letztere (die Analytik) ist nämlich das Vollendete der Ersten (der Arithmetik). Das Kontinuum lässt sich auch

als das Vollendete der Zahlenreihe ansehen.“(179)

Dieses Kontinuum ist deshalb das Vollendete der Zahlenreihe, weil die irrationale Zahl (das Ideale) und die

rationale Zahl (das Reale) in ihm eingeschlossen sind. Schließlich wird die Tathandlung Fichtes als das „Ideal ＋

Real (orig. Deut.)“ ausgedrückt.

„Das Kontinuum, das den Grenzpunkt〔den der irrationalen Zahl als idealer Punkte und der rationalen Zahl als

realer Punkte 〕in sich enthält, ist in der Tat das Ideal + Real (orig. Deut.); das ist nämlich das Konkrete.(orig.

Deut.). Unser Selbst ist nämlich der Grenzpunkt, zu dem wir durch die Reflexion nicht erreichen können. ... Das

ist nämlich die Selbstgewahrnis als „das Gleich Geschehen zwischen dem Akt der Reflexion und dem Selbst“. D.h.

die Tathandlung Fichtes ist das Ideal + Real.“(166)

Daraus leitet sich seine Überzeugung ab, dass „das System der Zahl durch die rationale und irrationale Zahl das

Kontinuum ausdrücken kann und somit das Reale mathematisch betrachtet werden kann.“(180)

4) Das Verstehen des Realen als Mathematischem steht mit der Kritik „der Mathematisierung der Lebenswelt“

Husserls (Anm. E. Husserl, Krisis, S.---)in einem problematischen Zusammenhang. Das hier Ideales und Reales

Genannte hat einen ontologischen Status des durch das Denken entstandenen, idealen Seins und des realen Seins.

Wo findet sich überhaupt die Notwendigkeit, die konkrete, reine Erfahrung vor der Spaltung zwischen Subjekt und

Objekt, wenn das kontinuierliche System der Selbstgewahrnis die die Spaltung zwischen Subjekt und Objekt

einschließende Einheit ist, in die Spaltung zwischen den beiden zu bringen? Ohne darauf einzugehen, weist Nishida

auf die Möglichkeit der mathematischen Betrachtung des Realen hin:

„Wird das Wesen der Kontinuität, die die Tatsache unserer Wahrnehmung konstituiert, zum Gegenstand des

Denkens und ist das mit dem Wesen der Kontinuität〔im mathematischen Sinne〕wohl nicht identisch?“(173)

Wenn man es so versteht, wird die Frage nach der Selbstentwicklung der kontinuierlichen Selbstgewahrnis

überhaupt nicht zum Thema. Wenn Nishida diese Notwendigkeit in der von ihm so verstandenen, der Tathandlung

entsprechenden Selbstentwicklung des Bewusstseinsinhalts bei Husserl, finden will, ist es doch unpassend, die
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„Selbstentwicklung“ des Bewusstseinsinhalts als die Zahlenreihe der irrationalen Zahl des idealen Punktes und der

rationalen Zahl des realen Punktes zu interpretieren.

Der Grund dafür liegt darin, dass die Eigenschaft der Tathandlung, „die Selbstgewahrnis vom Gleich-Sein von

Sinn und Tatsache“ durch das Einbeziehen der Grenzpunkte der idealen und realen Punkten nicht erklärbar ist.

Zwar sagt Nishida: „Die Qualität des Aktes des intentionalen Erlebnisses (orig.Deut.) ist als die Qualität des

Systems der Selbstgewahrnis in demselben System der Selbstgewahrnis anzusehen.“(168) Aber die Möglichkeit,

die Qualität des Bewusstseinsaktes selbst zu unterscheiden, ist bei Husserl und Nishida sehr verschieden beurteilt

worden. Bei Husserl ist jeder Bewusstseinsakt inmitten seines Fungierens unmittelbar urbewusst. Aber bei

Nishida ist die Qualität der Selbstgewahrnis nur durch die negative Bestimmung, nämlich die Bestimmung des

„Selbst als des Grenzpunktes, der durch die Reflexion nicht erreichbar ist“, beweisbar, indem er das Selbst der

Selbstgewahrnis als mathematischen Grenzpunkt zu identifizieren versucht. Diese Differenz zwischen den beiden

spiegelt sich in Nishidas Auffassung des Wesens der Empfindung, von dem er glaubt, es durch die Messung der der

visuell wahrnehmbaren Linie und der mathematischen Linie unterliegenden „Grösse“ beweisen zu können.

3. Das Moment des Nichts und der Negation in dem „Vor-der-Spaltung-zwischen-Subjekt -

Objekt“

Die reine Erfahrung, die als das „Vor-der-Spaltung-zwischen-Subjekt-Objekt “ charakterisierbar ist, lässt sich

auch so ausdrücken, dass es „weder Subjekt noch Objekt“ in dieser Dimension gibt. Nishida sagt:

„Es gibt weder Subjekt noch Objekt, wenn ein konkretes Allgemeines in der eigenen Entwicklung ist. Wenn

dieses Erlebnis vom Standpunkt des im Hintergrund liegenden umfassenden Subjekts gesehen wird, wird die

Phase der Entwicklung (als die Kontinuität des Subjekts) als der subjektive Akt des Denkaktes oder des

visuellen Wahrnehmungsaktes aufgefasst, und der Ansatzpunkt solcher Akten, nämlich der Berührungspunkt

zwischen dem hintergründigen Subjekt und der Erfahrung des Aktes als das psychische Ich aufgefasst.“(208)

Nishida sieht hier in der reinen Erfahrung den Berührungspunkt zwischen der transzendentalen Subjektivität

und dem Bewusstseinsakt. Um sich der Frage zu nähern, wie diese Berührung überhaupt ermöglicht wird, ist die

Betrachtung Shizuteru Ueda über die Selbstentwicklung der reinen Erfahrung vom Aspekt des

„Vor-der-Spaltung-zwischen- Subjekt-Objekt“ sinnvoll.

1) Ueda interpretiert die reine Erfahrung Nishidas im Zusammenhang mit dem „Bewusstsein“, bzw.

„Bewusstseinsfeld“ und dem „Bewusstsein des „Un-Bewussten““. Er zitiert den aus Nishidas „Tetsugaku gairon

(Grundriss der Philosophie)“:

“Die Tatsache der unmittelbaren Erfahrung ist nur die Erfahrung des „Rotes“, die nicht sprachlich ausgedrückt

werden kann. Dem „Rot“ gibt es nichts hinzuzufügen, weder Wissen noch Bewusstsein. Das Rot-Sein des Roten

selbst ist identisch mit Bewusstsein.“ 2

„Das Rot-Sein“ bedeutet nach Ueda den sich „dem Rot sprunghaft annähernden Ort, den Ort, wo das Rot in dem

Un-Bewusstsein vom Rot zum Rot geworden ist, d.h. der Ort, wo das Sein nicht im Bewusstsein gesehen wird,

sondern das Bewusstsein ins Sein aufgesaugt wird und gerade solch ein Ort „gleich bewusst“ ist.“ 3 Das hier

genannte „Un-Bewusstsein“ bedeutet also das „Bewusstsein, das durch das Sein aufgesaugt und zum Nichts des

Un-Bewusstseins geworden ist.“ 4Die Art und Weise, wie das „Un-Bewusstsein“ bewusst wird, ist natürlich mit

dem Bewusstsein nicht erklärbar, das wiederum von dem anderen Bewusstsein bewusst wird, wie die Reflexion

durch die andere Reflexion reflektiert wird.

Dabei versucht Ueda den Begriff des intentionalen Übergreifens (transgression intentionelle) mit der Einsicht

Nishidas zu vergleichen, damit dieses dem Ort „Rot-Sein“ Nahekommen philosophisch erhellt werden kann. Ueda
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sagt:

„Für das Verständnis dieser Sachlage ist der Begriff von „transgression intentionelle“ Merleau-Pontys hilfreich.

Merleau-Ponty sagt beispielsweise: „Wenn es kein Übergreifen der Intention gibt, kann ich nicht einmal den

Begriff des Anderen haben.“ - Wenn die „intentionale Immanenz des Gegenstandes“ dem „intentionalen

Transzendieren“ gegenüber gestellt werden kann, lässt sich Folgendes fragen: Wohin ist das Bewusstsein, das

Transzendieren in dieser Gegenwart gegangen? Das Bewusstsein, das Transzendieren ist bereits in dem

Geschehnis von „zawa, zawa enthalten. Es heißt eben zawazawa (zawazawa ist ein onomatopoetischer

Ausdruck, der das Rascheln des Laubs nachbildet); ʻrot ist rotʼ. Nishida spricht nicht vom „intentionalen

Übergreifen“. Er identifiziert den Ort, wo das Übergreifen bereits vollendet ist, direkt, und versucht, das

Bewusstsein in der aktuellen Durchführung zu zeigen und den Problemansatz dort anzusetzen.“ 5

Der hier zitierte ist in vielerlei Hinsicht interessant.

2) Merlaeu-Pontys Begriff „transgression intentionelle“, auf den Ueda hinweist, ist nichts anderes als ein

übersetzter Begriff, „ein intentionales Übergreifen“, nämlich der Begriff der passiven Intentionalität, der „Paarung“,

der für die Begründung der Intersubjektivität als „Urform der passiven Synthesis“ in §5 der „Cartesiansiche

Meditationen“ gebraucht wird. 6 Daher entspricht Uedas Gegenüberstellung zwischen der intentionalen Immanenz

des Gegenstandes und dem intentionalen Übergreifen in Husserls Terminologie der Gegenüberstellung zwischen

der aktiven und passiven Intentionalität. Denn die hier genannte intentionale Immanenz ist Bewusstseinsakt

(Noesis) (Noesis selbst ist in dem inneren Bewusstsein als reelle Zeitdauer urbewusst.), der den

Bewusstseinsinhalt (Noema, die intentionale Gegenständlichkeit) konstituiert, aber „das intentionale Übergreifen“

fungiert schon vor der Konstitution des Gegenstandes als die passive Synthesis der Paarung der Assoziation,

eigentlich vor dem Bewusst-Werden, im Sinne des „Un-Bewusstseins“. Dieses Un-Bewusstsein entsteht durch die

wechselseitige Weckung der passiven Synthesis, d.h. ohne Unterschied zwischen Transzendenz und Immanenz.

Also zeigt die Paarung der passiven Synthesis vor der Spaltung zwischen Immanenz und Transzendenz den Ort,

wo das Übergreifen bereits vollendet ist“, als wechselseitiges Geschehen zwischen dem Lebewesen und der

Umwelt.

Daher kann die tiefere Analyse des intentionalen Übergreifens das von Nishida weiter nicht verfolgte „Wie“

dieses „Un-Bewusstseins“ in der tieferen, neuen Erkenntnistheorie der Phänomenologie darstellen. Husserl zeigt

nicht nur das neue Gebiet der „Phänomenologie des Unbewussten“, sondern analysiert die monadische

Kommunikation zwischen dem Leben und der Umwelt unter der Gesetzmäßigkeit der Assoziation und Affektion

in der genetischen Phänomenologie.

3) Das hier genannte „Transzendieren“ bedeutet, wie Ueda trefflich sagt, kein „Ausgehen“ oder kein

„Grenzübergang“. Bereits „ist das Bewusstsein vor der Reflexion als Nicht-Bewusstsein dort da.“ 7 Das

Transzendieren ist die „Ek-stase“, „das-aus ‒sich-Selbst-Sein.“ Bereits ist das „Dort“ entstanden. Dort, wo beim

Berühren mit den Dingen, d.h. „im Augenblick des Sehens einer Farbe, des Hörens eines Tons gibt es weder

Subjekt noch Objekt“. Es geht hier um das „ins Dinge Eintreten (später sagt Nishida „das zum Ding Werden“ ). Es

geht von dort aus, wo sich das Ich noch nicht befindet, und kommt zum „Ich“ zurück.“ 8 Das „dort Sein als das

Nicht-Bewusstsein“ wird aber erst durch eine praktische Übung ermöglicht, erklärt. Ueda sagt:

„Es muss die Reflexion als Aktivität des Ich enthalten, um in der unmittelbaren Nähe zum Ding auf den Auftritt

der Gegenwart vorbereitet zu sein. ... Das Enthalten der Reflexion ist natürlich kein Akt der Reflexion über die

〔gerade vorübergehende〕 Reflexion und hat den eindeutigen Charakter der Schulung. --- Die Frage des

Wissens ist im Grunde von Anfang an die Frage des Praxis.“ 9

Der in der Philosophie des Existenzialismus gebrauchte Begriff „Ek-stase“ und der Begriff der Schulung, der die
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Reflexion mitbeinhaltet, haben einen sehr offensichtlichen praktischen Charakter. Diese praktische Eigenschaft des

Mahayana- Buddhismus, die durch die Ich-Losigkeit des „Nicht-Ich“ in der buddhistischen Schulung erreicht wird,

ist in der Einsicht der Tathandlung Fichtes natürlich nicht enthalten. Ueda zeigt trefflich, dass Nishida beim

Rückblick auf seinen eigenen Denkprozess in der „Aufsatzsammlung der Philosophie, Bd. 2, 1939“ als Fußnote,

sagt: „Aber das, was mich von Anfang an bewegte, ist nicht so etwas wie Fichtes Tathandlung. Mein Standpunkt

übersteigt das Fichtesche „Ich“, oder er ist der Standpunkt, der der Tathandlung vorangeht.“ 10 Es ist kaum

möglich, in der Tathandlung Fichtes das Moment des Nichts, das die Enthaltung der Reflexion beinhaltet, zu finden.

4) T. Izutsu versucht, auch im Zusammenhang mit der Auffassung der Intentionalität Merleau-Pontys die

Schulungsaufgabe des Mahayana-Buddhismus, das zum Nichts- Werden, das mit dem Begriff „Nichts“, bzw.

„Leerheit“ ausgedrückt wird, zu erhellen. Er erwähnt dabei in seinem Aufsatz „Entdinglichung und

Wiederdinglichung im Zenbuddhismus“ 11 Merleau-Pontys „prä-objektive Sicht auf die Welt des Seins“ und die

„Rückkehr zur Lebenswelt zur gelebten Welt diesseits der objektiven Welt“:

„Der Mahayana-Buddhismus könnte Merleau-Pontys Betonung der höchstenWichtigkeit „einer prä-objektivien

Sicht“ der Dinge völlig beistimmen, wenn er nicht einen radikalen Unterschied zwischen seiner eigenen Position

und der des französischen Phänomenologen bemerkte.“ 12

Dieser radikale Unterschied beinhalte, dass die prä-objektive Sicht Merleau-Pontys aufgrund der

vorausgesetzten, erkenntnistheoretischen Struktur des Gegensatzes zwischen Subjekt und Objekt nur die

Vorstufe der Objektivierung bedeutet, und der Standpunkt des Nichts nicht nur durch die Entobjektivierung,

sondern vielmehr durch die „Entsubjektivierung“ ermöglicht werden kann. 13 Die Entsubjektivierung wird laut

Izutsu durch die Schulung der Enthaltung der Reflexion praktisch durchgeführt. Im theoretischen Sinne entspricht

die hier genannte Entsubjektivierung und Entobjektivierung genau der phänomenologischen Methode des Abbaus

in der genetischen Phänomenologie Husserls. Das Bewusstsein, das unter der durch die Schulung bzw. den

praktischen Abbau erreichten Aussage: „das Rot-Sein von Rot ist gleich dem Bewusstsein“ gemeint ist, ist auch für

Husserl kein Bewusstsein im Sinne des Aktes der Reflexion, sondern eben das Urbewusstsein, in dem der

Bewusstseinsakt selbst wie der der Reflexion unmittelbar urbewusst werden. Damit ist der Ort des

Urbewusstseins des Bewusstseinsaktes eröffnet.

4. Die Selbstentwicklung der reinen Erfahrung in der Ganzheit von Wissen, Fühlen und

Willen

1) Voluntaristische Tendenz, Person und Nicht-Ich

Wenn das Augenmerk von der Seite des Wissens in der Selbstgewahrnis auf die Seite des Fühlens und des

Willens wechselt, ist die Beeinflussung der praktischen Vernunft Kants auf Nishidas Gedanken über das Fühlen

und den Willen eindeutig. Nishida sagt sehr klar: „Unsere Selbstgewahrnis gehört zur selbständigen freien Person

und das ist gleichzeitig ein Teil von der großen Selbstgewahrnis. Unsere Person ist ein Teil der Person

Gottes.“(210) Wie oben gezeigt, setzt Nishida die transzendentale Apperzeption des Ichs im oben genannten Werk

ohne weiteres voraus. Dabei wird der Gegensatz zwischen dem Personbegriff im christlichen Sinn und dem des

Nicht-Ich im buddhistischen Sinn in diesem Kontext überhaupt nicht berücksichtigt. Damit wird auch der

Grundsatz der praktischen Philosophie Kants, nämlich der Gegensatz zwischen der Freiheit der Person und der

Notwendigkeit der Kausalität der Natur vorausgesetzt.

Nishida sieht die reine Erfahrung als die Einheit von Wissen, Fühlen und Wille an, und darin die Verwirklichung

des echten Selbst. Nach Fujita ist das echte Selbst und die Person eins, und er zitiert den Text: “Alle Kräfte des

Selbst sind aufgebraucht und das Bewusstsein des Selbst ist fast verschwunden. Wo das Selbst sein eigenes
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Bewusstsein verliert, ist erst die Aktivität der Person im Gang.“ 14 Das echte Selbst in der reinen Erfahrung ist eben

die echte Person. Das echte Selbst ist eigentlich das Nicht-Ich im Buddhismus. Ist dann die echte Person gleich dem

Nicht-Ich?

Der Begriff Person setzt die transzendentale Subjektivität im Sinne Kants voraus. In Bezug auf die

transzendentale Subjektivität gegenüber dem Nicht-Ich stellt Ueda fest:

„Das Ich ist nicht das Ich, eben daher ist es das Ich. (...) Die Konstitution des Ich-Subjekts selbst wird anerkannt,

aber gerade deswegen muss das, was vor dieser Konstitution gegeben ist, als die Ur-Erfahrung genannt werden.

Nach dieser Ur-Erfahrung wird die Konstitution des Ich-Subjekts im Rahmen der Gegenüberstellung zwischen

Subjekt und Objekt als die verschiedenen, relativierten Modalitäten und Entwicklungen der Ur-Erfahrung

angesehen. Diese Ur-Erfahrung wird in der Weise der „Ich-Losigkeit“, im Durchbrechen des Ich-Subjekts zum

Nichts, (philosophisch, „Ek-stase“, empirisch „Ich-los“ oder „Selbstvergessenheit genannt) erreicht.“ 15

Daraus erhellt, dass die transzendentale Subjektivität als Aktivität der Konstitution innerhalb des Rahmens von

Subjekt und Objekt verstanden werden kann und die echte Person als das echte Selbst der „Untersuchung des

Guten“ nicht als die transzendentale Subjektivität des Ich-Subjekts, sondern vielmehr als die Person in der

Beziehung, wo das ich-lose Selbst nicht als Selbst bewusst wird, im Sinne der Person der personalistischen

Einstellung Husserls, bzw. der Person der Ich-Du-Beziehung Bubers aufgefasst werden muss.

2) „Ich und Du“. - Die Beziehung zwischen den Menschen

Nach Ueda hat Nishida den Bereich des „Ortes des absoluten Nichts“ durch die Entwicklung von der

Selbstgewahrnis bis zur Logik des Ortes erreicht. In dieser Denkperiode habe er die Beziehungen des Menschen in

der sozialen, konkreten und geschichtlichen Welt zu behandeln versucht und den Aufsatz, „Ich und Du“,

unabhängig von dem bekannten Buch „Ich und Du“ Bubers, geschrieben. Ueda erwähnt Nishidas Selbstkritik, dass

er selbst von demAspekt, „von Ich als das Individuum her zur Welt“, abhängig war und der Aspekt des „Zwischen“

von „Ich und Du“ nicht hervorgehoben wurde. Für die korrekte Auffassung der Ich-Du-Beziehung ist das

Verständnis des Aspektes des „Zwischen“ von „Ich und Du“ sehr entscheidend. Für die Auffassung des Begriffs der

Intentionalität Husserls ist auch der Aspekt des Zwischen, nämlich der bereits vollzogenen Bezogenheit der

Intentionalität genau so entscheidend. Mein Anliegen ist es hier, Bubers Ich-Du-Beziehung und das „Ich und Du“

Nishidas vom Aspekt dieses Zwischen zu vergleichen und die Bedingungen für die soziale Verwirklichung dieses

Zwischen in der Gesellschaft zu erhellen.

a. Bei Uedas Betrachtung über das Verhältnis zwischen beiden ist das Verständnis des Begriffs „Zwischen“

zentral. In dem Zwischen der Ich-Du-Beziehung Bubers sieht Ueda das „ewige Du“ und in dem Zwischen des „Ich

und Du“ bei Nishida die Negativität des absoluten Nichts. Das wirft folgende Fragen auf bezüglich der Negativität

des absoluten Nichts: Weder Ich noch Du, und die Ich-Losigkeit der Ich-Du-Beziehung, die nur durch die Negation

der Ich-Zentriertheit, vom Ich-Zentriziertheit ganz befreit, verwirklicht wird, haben sicher Gemeinsamkeiten

bezüglich ihrer Ich-Losigkeit. Aber was ist dann der Unterschied zwischen diesen Ich-Losigkeiten? Beiden

gemeinsam ist zunächst, dass die Negation beim „Weder Ich noch Du“ keine Negation des Ich und des Du als

vorgestellter Gegenstände ist. Bei der Zen-Meditation, wenn mehrere Empfindungen und Vorstellungen (z. B. das

vorgestellte Ich oder das vorgestellte Du u.a.) dem Zen-Praktizierenden erscheinen, wird die Einstellung geübt, sie

überhaupt nicht zu berücksichtigen und sich ganz auf die eigene Aufgabe, mit dem Atmen völlig eins zu werden,

zu konzentrieren. Nicht berücksichtigen bedeutet nicht Negieren als einen Bewusstseinsakt bzw. eine Reflexion.

Nicht berücksichtigen heißt nicht das Negieren der bestimmten Vorstellung des bestimmten Gegenstandes. Wenn

Negation oder Affirmation als Bewusstseinsakte ausgeführt werden, ist bereits die aktive Intentionalität mit Ich -

Aktivität am Werk. Das ist nichts anderes als die Überlappung von Reflexionen und keinesfalls ein sich der

Reflexion Enthalten.
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b. Das „Nicht-Bewusstsein“ bei Ueda drückt die Sachlage, das Eins-Sein mit dem Ding aus, und durch den Zerfall

dieser Sachlage entsteht der Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt. Wenn die Ich-Du-Beziehung zerfällt und die

Ich-Losigkeit verloren geht, kommen wir immer wieder schicksalhaft zum Ich-Es-Verhältnis zurück. Eine sehr

eindrucksvolle Beschreibung dieses Prozesses ist die des elfjährigen Bubers bei seiner Begegnung mit einem Pferd

und dem Zerfall dieser Begegnung, die als Abspaltung hin zu einem bewussten Gefühl und zu einem bewussten

Körper, also als Spaltung in Subjekt und Objekt, dargestellt wird. Die Begegnung mit dem einzelnen Du muss sich

notwendigerweise in ein Ich-Es-Verhältnis abwandeln. Diese Negativität und Endlichkeit der einzelnen

Ich-Du-Beziehungen und des jeweils entstehenden Zwischen weist andererseits hin auf das Zwischen als das

ewige Du, das nach ihrem Wesen niemals zum Es wird. Ueda stellt das Zwischen im Sinne der Negativität des

absoluten Nichts bei Nishida und im Sinne des Zwischen als affirmativer Begegnung mit dem ewigen Du bei Buber

einander gegenüber. Was kann man aus dieser Gegenüberstellung für die Erhellung der Frage nach der

Verwirklichung der Ich-Du-Beziehung, bzw. des Nicht-Ichs in der Gesellschaft lernen?

c. Ueda erwähnt die Eigenschaft des „Er“ als dritter Person, das der Negativität des absoluten Nichts entsprechen

soll, (keiken to basho,252f.) und stellt fest, dass die Frage nach dem Moment des „Er“ bei Buber ein unlösbares

Problem bleiben muss, weil das Er nur als Es im Ich-Es-Verhältnis sein und dieses Moment vom Er nicht in der

Ich-Du-Beziehung verwirklicht sein kann. Nach Ueda ist also das Moment vom Er in der Ich-Du-Beziehung

ausgeschlossen. 16 Jedoch ist für Buber das Verhältnis zwischen dem Du und dem Es keinesfalls ein schwieriges

Problem, sondern klar in folgendem Kontext verständlich erklärbar und begründbar. In der Mitte der Begegnung

mit dem Du steht das Es (Er) unbewusst im Hintergrund des Licht des Du. Nur in diesem Sinne ist die Negation

des Es zu behaupten. Das gilt auch für die Gesetzmäßigkeit des Ich-Es-Verhältnisses, der Kausalität, die im

Hintergrund des Du unbewusst, potentiell amWerk bleibt. Buber sagt, dass es kein Ich-Es-Verhältnis gibt, das aus

der Ich-Du-Beziehung ausgeschlossen werden muss:

„Es gibt nichts, wovon ich absehen müßte, um zu sehen. (...) Vielmehr ist alles, Bild und Bewegung, Gattung und

Exemplar, Gesetz und Zahl, mit darin, ununterscheidbar vereinigt.“ 17

Das Konkrete und die Geschichtlichkeit des Einzelnen bei Nishida ist für Buber nichts anderes als das Konkrete

und die Geschichtlichkeit im Ich-Es-Verhältnis, deren Ursprünge in der Ich-Du-Beziehung liegen. Das Konkrete

und die Geschichtlichkeit des Ich-Es-Verhältnisses entwickeln sich in den konkreten Gestalten, die als Kultur,

Wissenschaft und Institutionalisierung der Gesellschaft in der Geschichte des Menschen ausgedrückt werden.

Dabei ist die folgende Auffassung des Verhältnisses zwischen beiden Beziehungen sehr wichtig: Das Ich - Es -

Verhältnis ist auf der Ich-Du-Beziehung fundiert. Diese Auffassung ist auch für den Aufbau einer praktischen

Sozialphilosophie fundamental. Wir stehen vor der nicht leichten Aufgabe, zu entscheiden, wie weit die Einsicht des

Konkreten und der Geschichtlichkeit des „geschichtlichen Leibs“, der in der „Logik des Ortes“ gezeigt wird, für den

Aufbau solch einer Sozialphilosophie, in der die Freiheit der Person und die Selbstlosigkeit des Nicht-Ichs sich

entwickeln können, eine konstruktive Rolle spielen kann. Die Schwierigkeit dieser Frage liegt in der Betonung der

Negativität von dem „weder Ich noch Du“ bei der Auffassung des Zwischen des absoluten Nichts bei Nishida. Wenn

dieses Zwischen das Moment des „Er“ einschließen kann, dann auf welche Weise? Falls diese Möglichkeit gezeigt

werden kann, wie verhält sich dann das Verhältnis zwischen diesem Er und dem Es im Ich-Es-Verhältnis, d.h. in

der Spaltung zwischen Subjekt und Objekt? Es ist gerade die eigenartige Struktur der Beziehung der Menschen

zueinander in der japanischen Gesellschaft, die A. Mori kritisiert, wenn er sagt, dass im Ich - Es - Verhältnis, das

der Ich-Du-Beziehung vorangeht, im Verlauf der Bildung der Gesellschaft eine kritische Instanz sich nicht

zureichend entwickelt habe. Wenn die Negativität aus dem absoluten Nichts zu stark betont wird und das Moment

des Es mitsamt dem „weder Ich noch Du“ negiert wird, auf welche Weise ist dann die Konkretisierung und

Zeitigung des Leibs als solche in der Gesellschaft erklärbar?
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Zusammenfassung:

a. Nishidas Versuch, den Begriff der Anschauung Bergsons und den der Reflexion im Neukantianismus in der

„Anschauung und Reflexion in der Selbstgewahrnis“ zu integrieren, ist in die Rechtung der Phänomenologie

Husserls dadurch weiter zu entfalten, dass die Anschauung der „reinen Dauer“ von Bergson nicht als eine

metaphysische Feststellung stehen bleibt, sondern in die phänomenologische Analyse der Vorkonstitution und

Konstitution des Zeitbewusstseins einbezogen werden sollte. In Bezug auf den Begriff der Reflexion kann die

Reflexion, die auf der transzendentalen Apperzeption des Ichs beruht, von der apodiktischen Evidenz des

Urbewusstseins in der monadologischen Phänomenologie Husserls tiefer fundiert und begründet werden.

b. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Selbstentwicklung der Selbstgewahrnis, der Logik und der

Mathematik als dem formalen Prinzip bringt ein kompliziertes Problem mit sich. In der Dimension der Empfindung

und der Wahrnehmung ist es schwer, das Reale mathematisch durch den Begriff der Tathandlung als das „Ideal ＋

Real“ aufzufassen, weil Nishida, wenn er die Tathandlung nach dem Begriff des intentionalen Erlebnisses

interpretieren will, genötigt ist, die Empfindung und die Wahrnehmung als das intentionale Erlebnis (passive

Intentionalität des Un-Bewussten eingeschlossen) aufzufassen, nicht jedoch als Zahlenreihe irrationaler und

rationaler Zahlen.

c. Die reine Erfahrung vor der Spaltung zwischen Subjekt und Objekt wird durch das „Weder Ich noch Du“ im

Ort des Nichts ausgedrückt. Auf der Basis der Ich - Du - Beziehung ist die das Ich-Es-Verhältnis voraussetzende

Institutionalisierung der Gesellschaft möglich. Es fragt sich dann, ob die Anschauung und die Reflexion in der

Selbstgewahrnis NIshidas die Basis für eine praktische Sozialphilosophie sein kann. Die zu starke Betonung der

Negativität des „weder Ich noch Du“, die das Es im Ich-Es-Verhältnis völlig ausschließt, erschwert diese

Begründung.

1 Die Seitenangaben in Klammern bezieht sich, wenn nicht anders vermerkt, auf „Anschauung und Reflexion in der

Selbstgewahrnis“ (Nishida Kitaro Zennshu, Dai 2kan)

2 Sh. Ueda, Keiken to Bashō (Erfahrung und Ort), S.141.

3 A.a.O.S.143.

4 Ebd.

5 A.a.O., S.144f.

6 Vgl. E. Husserl, Cartesianische Meditationen, §51, S. 114ff.

7 Sh. Ueda, Keiken to Bashō (Erfahrung und Ort)., S.145.

8 A.a.O., S.107.

9 A.a.O., S. 100f.

10 A.a.O., S. 214.

11 T. Izutsu, Die Entdinglichung und Wiederverdinglichung der „Dinge“ im Zen-Buddhismus, in: Yoshihiro Nitta (Hg.)

Japanische Beiträge zur Phänomenologie, S.13-S.39.

12 A.a.O., S.21.

13 A.a.O., S.20ff.

14 M. Fujita, Gendai shiso toshiteno Nishida Kitaro (Die Philosophie Nishidas als gegenwärtige Philosophie), S. 184f. Zitierter

Texte Nishida, Zen no Kenkyū, S.192

15 Sh. Ueda, Watashi to wa nanika, (Was bin ich?), S.167f.

16 Vgl. A.a.O., S. 133.

17 M. Buber, Die Schriften über das dialogische Prinzip, S.11
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Lʼintuition agissante et lʼauto-éveil

̶ Fondement des méthodes des sciences et méthode de la philosophie ̶

Kuroda Akinobu

Si Nishida a tenté de définir une méthode philosophique de façon rigoureuse à sa manière, cʼest quʼil lʼa fait en vue

de bien préciser les rapports de celle-ci à la méthode scientifique au sens général, et ce à partir de deux concepts

axiaux de la philosophie du dernier Nishida que sont lʼ« auto-éveil » et lʼ« intuition agissante ».

Présentons dʼ abord schématiquement cette définition. Selon lʼ ordre des raisons, la méthode philosophique

précède les méthodes des sciences. Car celle-là est fondée directement sur le « soi créateur », tandis que celles-ci

sʼeffectuent par le « soi poïétique », celui-ci se fondant sur celui-là. La méthode philosophique sʼeffectue par lʼauto-

éveil proprement dit, tandis que les méthodes des sciences sont fondées par lʼintuition agissante. Or, selon lʼordre

des faits, cʼest à partir de lʼintuition agissante que le soi sʼauto-éveille en tant que soi poïétique, et celui-ci sʼauto-

éveille à son tour en tant que soi créateur, qui est exactement lʼauto-éveil proprement dit.

1 ̶ Qu’est-ce que l’« intuition agissante » ?

Distinguée de lʼauto-éveil considéré comme méthode philosophique et opposée à celui-ci en tant que méthode des

sciences ̶ plus précisément, en tant que forme dynamique originelle et originaire de lʼexpérience réelle qui les

rend possibles, lʼintuition agissante apparaît comme un concept fondamental dans lʼhorizon de la dernière phase de

la philosophie de Nishida.

1. 1 Les traits essentiels de lʼintuition agissante

Tout dʼabord, présentons les traits essentiels de lʼintuition agissante par un résumé en cinq points.

1/ « Le monde de lʼintuition agissante est un monde infini. Lʼintuition agissante est un processus infini 1. » Elle est

le commencement toujours à lʼœuvre qui ne cesse de commencer en notre corps agissant. Elle est toujours effective

dans le monde en tant quʼauto-détermination du monde qui fait que les choses y apparaissent telles quelles. En tant

quʼintériorisation essentielle, lʼintuition agissante nie lʼextériorité indifférente des choses par rapport à notre corps

agissant, tant par son activité que par sa passivité, pour que les choses portent toutes en elles ce qui les révèle

originellement à elles-mêmes, telles quʼelles sont, dans la totalité ouverte de leur être. Cependant, étant portée par

notre corps agissant appartenant au monde, lʼintuition agissante sʼeffectue au sein même du monde en tant quʼauto-

négation de celui-ci, ce qui permet aux choses dʼêtre telles quʼelles sont. Il sʼagit du « processus dʼauto-formation par

lequel la réalité sʼauto-forme en se transcendant elle-même de lʼintérieur de soi-même 2 ».

2/ Lʼintuition agissante ne relève ni du sujet ni de lʼobjet. Au contraire, cʼest à partir dʼelle que sujet et objet

sʼarticulent en tant que tels au sein du monde. Les choses saisies directement par lʼintuition agissante dessinent la

forme 3 même de celle-ci. Les choses expriment la configuration dans laquelle sʼeffectue lʼintuition agissante. Au

niveau de lʼintuition agissante, il nʼest pas pertinent de poser la question de savoir comment la réalité extérieure

apparaît à la vision. Car il est impossible dʼy introduire pour présupposition la distinction de lʼextérieur et de
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lʼintérieur par rapport à un sujet quelconque. Cette distinction ne sʼacquerra quʼultérieurement par une procédure

dʼabstraction réflexive à lʼégard de lʼexpérience originelle qui sʼéprouve dans lʼintuition agissante.

3/ Il sʼagit dʼun événement foncièrement originaire du monde. Au stade où lʼintuition agissante sʼeffectue en tant

que telle, cʼest-à-dire au premier moment dont sont exclues, par définition, toutes les connaissances ultérieures, il nʼy

a quʼune expérience dumonde. Étant à lʼorigine de toutes les connaissances dumonde, lʼintuition agissante nʼest pas

donnée à la conscience, elle ne relève pas du pouvoir de la conscience, de sorte quʼelle ne sʼexplique quʼà partir dʼelle-

même, de son essence propre. Selon lʼordre génétique, cʼest la genèse de la conscience qui sʼexplique par le fait que

lʼintuition agissante engendre la temporalité en tant quʼ élément unificateur du monde et la spatialité en tant

quʼélément différenciateur du monde.

4/ Lʼintuition agissante ne relève pas du monde perceptif ; bien au contraire, la perception fait partie du monde de

lʼintuition agissante. Celle-ci est une expérience du monde historique par excellence, expérience originelle qui rend

possible la connaissance du monde et celle du soi. Cette expérience consiste dans le fait que le monde donne

naissance à ce qui le nie en son intérieur propre. Cette auto-négation du monde sʼeffectue en tant quʼintuition

agissante, dont le foyer se trouve en notre corps agissant. En tant quʼévénement du/au monde, lʼintuition agissante

nʼest rien dʼautre que « ce qui vient se manifester en tant quʼaffirmation de lʼauto-négation du monde 4 ».

5/ « Lʼintuition agissante consiste dans la position dʼune connaissance réelle à lʼextrême, qui forme la base de

toutes les connaissances empiriques 5. » Cependant, « lʼintuition agissante elle-même, précise Nishida, nʼest pas la

connaissance 6. » Elle nʼest ni le point de départ de toute la connaissance, ni son fondement direct. À travers le

développement de la connaissance, lʼintuition agissante est toujours à lʼœuvre en tant que saisie immédiate du

monde. Elle nʼest pas non plus le fondement de la connaissance à partir duquel se construit telle ou telle théorie.

Sʼéprouvant comme première évidence, lʼintuition agissante ne se réduit jamais à lʼacte de se donner une proposition

à partir de laquelle sʼavance le raisonnement.

1. 2 Lʼintuition agissante au sens le plus rudimentaire

Il y a deux dimensions à distinguer dans lʼintuition agissante. Dʼabord, toutes les actions propres à une espèce, en

tant que comportement spécifique dʼune espèce, constituent lʼintuition agissante au sens le plus rudimentaire. En ce

sens, tous comportements spécifiques des animaux y sont inclus. Par contre, lʼintuition agissante développée se

réalise uniquement en lʼêtre humain.

Lorsquʼ un comportement propre à une espèce se produit au sein du milieu propre à cette espèce, ce

comportement dessine une certaine disposition des « formes » dans le milieu même où se trouve le sujet de ce

comportement ; ce qui veut dire quʼ une configuration du monde est rendue immédiatement effective par ce

comportement même, qui rend effective une certaine disposition des formes, autant pour le milieu où il sʼeffectue

que pour le sujet qui lʼeffectue. Le fait quʼun corps vivant se comporte dʼune façon déterminée dans son milieu

propre signifie que le milieu se détermine en tant que tel par le sujet quʼest le corps vivant, en même temps que le

sujet se détermine en tant que tel par le milieu où il se comporte. Cʼest là que lʼintuition agissante sʼeffectue, au sens

où la cognition sʼexprime immédiatement par un acte corporel, et vice versa. À ce niveau, tandis quʼil est justifié

dʼadmettre la possibilité de mutation des rapports entre le sujet et le milieu dans la mesure où la disposition des

formes entretenue par eux peut changer, il ne lʼest pas dʼintroduire lʼidée de création, en ceci que le sujet nʼest pas

capable ici de donner, ni au milieu ni à soi-même, une nouvelle configuration par rapport aux données. Il sʼagit ici

dʼune inter-détermination formative entre le sujet et le milieu.

1. 3 Lʼintuition agissante en tant quʼauto-formation de lʼêtre humain

Lʼ intuition agissante proprement dite ̶ celle qui est susceptible dʼ être développée au-delà du niveau

rudimentaire ̶ sʼeffectue par lʼêtre humain dans le monde de la réalité historique ou de la vie historique.
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Elle consiste dans le fait quʼune forme sʼautodétermine elle-même dans le monde historique. Elle sʼeffectue par le

« corps historique » de ce monde en ce monde. Il ne sʼagit donc plus des rapports inter-déterminants du sujet et du

milieu, rapports qui se caractérisent essentiellement par leur continuité, leur répétitivité et leur uniformité.

Lʼintuition agissante de lʼêtre humain constitue ce par quoi le monde se donne une certaine disposition des formes en

son intérieur propre, une disposition dynamique et créatrice dont le centre perspectif nʼest autre que notre corps

agissant qui est nommé corps historique par Nishida. « Lʼintuition agissante consiste en autodétermination de la

forme 7 », à savoir dans le fait que le monde sʼautodétermine, sʼauto-forme, donne une « forme » à tous ses éléments

constitutifs y compris notre corps agissant par lequel il effectue son autoformation.

Lʼintuition agissante de lʼêtre humain est à lʼorigine de la création de dispositions ou de configurations du monde

̶ de ce qui donne naissance à de nouvelles connaissances dumonde autant quʼà de nouvelles formations dumonde.

Ces dispositions ou configurations du monde peuvent être reconnues, partagées, conservées par la communauté des

corps historiques que nous sommes, en même temps quʼelles peuvent être niées, brisées, transformées par un corps

historique. Lʼ être humain, foyer de lʼ intuition agissante dans le monde de la réalité historique auto-formant,

sʼautodétermine sans cesse sous une certaine forme, par rapport à ces dispositions ou configurations, en leur sein

même. Cʼest par lʼintuition agissante de lʼêtre humain que le monde se comprend, sʼexprime, en s’informant ou en se

configurant en son immanence.

Chez Nishida, le monde biologique est défini comme un monde consistant uniquement en « ce qui est créé »,

monde limité à la répétition illimitée de certaines formes déterminées et donc dans lequel on ne trouve pas la

créativité. Quant au monde de la réalité historique où lʼêtre humain vit en tant que tel, à la différence du monde

biologique, il est le monde où tout se passe « de ce qui est créé à ce qui crée 8 ». Notre corps agissant étant à la fois ce

qui est créé et ce qui crée, cʼest précisément en notre corps propre quʼadvient ce tournant de ce qui est créé à ce qui

crée, tournant de la répétition à la création au sein même de ce monde. Dans le monde de la vie historique, ce qui est

créé est créé pour donner naissance à ce qui crée.

« Lʼintuition agissante est un processus du soi poïétique 9. » Cette définition indique que le soi poïétique, en tant

que corps historique, effectue lʼintuition agissante au sein du monde de la réalité historique. Notre soi agissant

incarné dans un corps historique, foyer de lʼauto-formation du monde, crée une disposition ou configuration du

monde, tout en se déterminant sous une certaine forme par rapport aux autres formes environnantes 10. Il est donc

exclu quʼil existe un soi indépendant et autonome qui précède lʼintuition agissante. Notre soi poïétique est un fait

unique au sens où notre corps historique sʼautodétermine ici et maintenant dʼune manière personnalisée dans le

monde de la réalité historique. Cette unicité de chacun de nos corps historiques est à lʼorigine de la créativité de

notre soi poïétique. Cependant, du fait même que le soi poïétique sʼincarne dans un soi corporel déterminé spatio-

temporellement, le passage de ce qui est créé à ce qui crée en notre soi nʼest pas forcément assuré, il est parfois mis

en danger. La fragilité de notre soi sʼorigine dans cette incertitude ou cette difficulté que rencontre notre corps

historique.

2 — Les rapports entre l’auto-éveil et l’intuition agissante

2. 1 Lʼauto-éveil rendu immédiatement saisissable par lʼintuition agissante dans le monde de la réalité historique

Lʼauto-éveil sʼorigine dans le fait que le monde historique sʼautodétermine, sʼauto-forme, sʼexprime en son

intérieur propre. Lʼauto-éveil est fondamentalement ce qui relève du monde, ce que le monde se donne. Cependant,

tout cela se concrétise, au plus haut degré, par chacun de nos sois individuels dont lʼauto-éveil « se réalise pour

autant quʼil est un fait unique autodéterminant de ce monde 11».

« Quand le monde sʼauto-éveille, notre soi sʼauto-éveille ; quand notre soi sʼauto-éveille, le monde sʼauto-

éveille. Chacun de nos sois auto-éveillés est un centre perspectif du monde. Notre connaissance commence
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par lʼautoréflexion immanente du monde 12. »

Lʼauto-éveil du monde, sʼéprouvant en notre soi, nous permet dʼavoir lʼexpérience immédiate du monde, à savoir

lʼintuition du monde. Cette intuition, cʼest précisément lʼintuition agissante, qui sʼeffectue par le corps historique

quʼest notre corps agissant. Lʼ auto-éveil sʼ identifie à lʼ intuition agissante pour autant que celle-ci le rende

immédiatement saisissable par notre soi agissant dans le monde de la réalité historique.

2. 2 La différence méthodologique entre lʼauto-éveil et lʼintuition agissante

Lʼintuition agissante et lʼauto-éveil se distinguent lʼune de lʼautre par les rapports qui rendent possible chacune de

leurs expériences respectives : lʼintuition agissante désigne le rapport primordial de notre soi au monde ; lʼauto-

éveil, le rapport fondamental de soi à soi du monde.

Le fait que notre soi reflète en lui le monde signifie non seulement que le monde apparaît comme objet vis-à-vis de

notre soi, mais inversement quʼil est un point de vue, intérieur et agissant, du monde. Lʼintuition agissante consiste

dans le fait primordial que le monde se fait lui-même apparaître en son intérieur propre comme un ensemble vis à

vis de notre soi, qui est à la fois récepteur et donateur des formes constitutives du monde. Lorsque dʼinnombrables

individuels reflètent ou « expriment » ̶ au sens leibnizien de ce terme 13 ̶ le monde, celui-ci apparaît à lui-même

comme monde auto-formant.

Et en même temps, cʼest justement par le fait que lʼ intuition agissante rend possible à notre soi dʼéprouver

immédiatement le monde, que sʼéprouve immédiatement en notre soi un autre rapport originel à distinguer de celui

de notre soi au monde auquel ce dernier appartient. Il sʼagit du moment où le rapport du monde à lui-même se saisie

immédiatement en tant que tel en notre soi appartenant au monde.

Nishida tente de donner une expression de la structure de lʼexpérience dans laquelle notre soi se saisit comme un

monde se reflétant lui-même en son intérieur propre. À partir de cette distinction intérieurement éprouvée entre

ces deux rapports dans et par notre soi, autrement dit en se fondant sur la distinction quʼil y a entre le rapport de

notre soi au monde et celui du monde à lui-même, Nishida se propose dʼétablir la distinction entre lʼ intuition

agissante considérée comme fondement des sciences et lʼauto-éveil comme œuvre de la philosophie, afin dʼen donner

une propre définition respective.

Les formes constitutives du monde nous apparaissent comme telles grâce à lʼintuition agissante sʼeffectuant en

notre corps historique. Tout en appartenant au monde en tant quʼêtre spécifique et corporel, notre soi, en tant

quʼindividuel sʼ opposant au monde, est susceptible de dépasser cette dimension spécifiquement déterminée.

Lʼintuition agissante consiste dans ce rapport dialectique entre immanence et transcendance que vit notre soi

corporel agissant. Notre soi reflète ainsi le monde comme lʼun, tout en sʼy opposant à lʼintérieur du monde, et il

devient susceptible de se représenter et exprimer le monde sous une forme. Cʼ est ce en quoi consistent les

conditions de possibilité dans lesquelles sʼétablit la position de la science. Dans cette perspective, on peut dire que la

connaissance scientifique consiste à voir comme objet le monde auto-formant dʼun point de vue intérieur à celui-ci

afin de lʼexprimer conceptuellement au moyen dʼun système de signes.

La philosophie, quant à elle, nʼest pas lʼauto-éveil personnel de notre soi singulier, mais lʼauto-éveil universel du

monde, éprouvé en notre soi fini, et exprimé par celui-ci au moyen de concepts. Dans cet auto-éveil, le monde

nʼapparaît pas comme objet pour soi, mais il est vécu comme sa propre expérience immédiatement éprouvée en soi

et par soi.

Ainsi pouvons-nous élucider les positions différentes de la philosophie et de la science commeRcelles quʼil y a entre

les rapports de notre soi au monde quʼentretiennent recpectivement lʼauto-éveil et lʼintuition agissante. La science

sʼorigine dans les rapports mutuels entretenus entre notre soi et le monde en vertu de lʼintuition agissante, tandis

que la philosophie commence par lʼauto-éveil du monde ̶ le rapport révélé de soi à soi du monde. La science

exprime de manière objectivante les rapports de notre soi au monde, originellement donnés par lʼ intuition
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agissante ; la philosophie, quant à elle, sʼexprime comme étant le monde qui se révèle à soi-même par notre soi auto-

éveillé exprimant le monde auto-éveillé.

Lorsque Nishida distingue connaissance philosophique et connaissance scientifique, ou bien leurs méthodes, la

différence entre auto-éveil et intuition agissante est mise en avant dʼ une manière plus précise dans son

argumentation fondée sur la distinction rigoureuse entre soi poïétique et soi créateur.

La connaissance scientifique sʼétablit sur lʼeffectivité de lʼintuition agissante dont notre soi poïétique est le foyer.

Lʼexpérience de la certitude originelle que lʼ intuition agissante nous procure est à lʼorigine de la connaissance

scientifique. Or, lʼ intuition agissante, saisie directe du monde auto-formant, sʼeffectue au sein des formes auto-

déterminantes et expressives ; elle travaille sur ces formes, est susceptible de leur apporter des modifications ou

transformations, de sorte à donner une autre disposition ou configuration au monde. Cʼest ainsi que lʼ intuition

agissante fait de chacun de nos sois un foyer de lʼaction créatrice du monde. Cette dernière réalise ou concrétise la

créativité du monde sous une forme, à un moment et un endroit donnés. Cependant, tout en étant à lʼœuvre au fond

de la connaissance des configurations du monde, lʼintuition agissante elle-même nʼest pas la connaissance immédiate

de la créativité du monde. Lʼ intuition agissante, en se tournant vers son origine, nous mène à la connaissance

originelle et originaire de la créativité du monde. Cʼest dans cette direction que notre soi poïétique, en se saisissant

en tant que tel, va sʼapprofondir jusquʼà lʼauto-éveil du soi créateur. Ce processus dʼapprofondissement est celui de

pensée que Nishida nomme lʼ« auto-éveil négateur ». Ce cheminement nʼest rien dʼautre que la méthode de la

philosophie.

Résumons encore une fois la distinction quʼa établie Nishida entre la méthode philosophique et les méthodes des

autres sciences. Selon lʼ ordre architectonique, la méthode philosophique précède toutes les autres méthodes

scientifiques, en ceci que celle-là est fondée directement sur le soi créateur, tandis que celles-ci sʼeffectuent par le soi

poïétique. Ce dernier se fonde sur le soi créateur. La méthode philosophique sʼeffectue par lʼauto-éveil proprement

dit, tandis que les méthodes des sciences sont fondées par lʼintuition agissante. Selon lʼordre factuel, au contraire,

cʼest à partir de lʼintuition agissante que notre soi sʼauto-éveille en tant que soi poïétique, et ce dernier, en remontant

à son origine, sʼauto-éveille à son tour en tant que soi créateur en notre corps historique où lʼauto-éveil exprime celui

du monde.

2. 3 Les rapports entre le soi créateur et le soi poïétique

Le soi créateur est le « Commencement » qui commence depuis le commencement du monde et ne cesse de

commencer. Le soi poïétique, quant à lui, est un commencement incarné au sein des configurations composant

réellement le monde. Lorsque le monde sʼ autodétermine sous lʼ aspect de la diversité infinie, le soi poïétique

sʼéprouve comme un centre perspectif déterminé spatio-temporellement dans le monde par lʼintuition agissante.

Lorsque le monde sʼéprouve sous lʼaspect de lʼunicité éternelle, le soi créateur sʼauto-éveille au cœur du monde. Le

soi poïétique incarné dans notre corps agissant n’est pas le soi créateur. Mais il exprime le soi créateur. Le soi

créateur infini sʼexprime en notre soi fini par lʼentremise de lʼauto-négation absolue du monde de la vie historique. Le

soi créateur sʼapparaît à lui-même en tant quʼauto-détermination noétique du monde. Quant au soi poïétique, cʼest

dans lʼauto-détermination noématique du monde quʼil apparaît à soi-même, par rapport au monde qui se configure

autour de lui.

1 « À propos de lʼauto-éveil », Œuvres complètes de Nishida Kitarô, 24 volumes, Iwanami shoten, Tôkyô, 2003-2009, vol 9, p. 505

[=IX-505].

2 VIII-233.

3 Les formes au sens nishidien ne sont rien dʼautre que ce qui constitue toutes les articulations du réel, de telle façon que ces
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articulations ne sont plus considérées comme construites par le sujet transcendantal, mais comme saisies du dedans, ou plutôt

vécues par le corps agissant dont lʼessence se configure en elles.

4 Ibid. Nous soulignons.

5 Ibid., 215.

6 Ibid., 233.

7 IX-497.

8 Nishida distingue explicitement « ce qui est créé » de « ce qui est simplement donné », celui-ci présupposant un donateur qui

demeure par essence à lʼextérieur du monde, tandis que ce qui est créé se crée à lʼintérieur du monde lui-même.

9 IX-526.

10 Il sʼagit des rapports expressifs réciproques entre notre soi et le monde où il vit.

11 Ibid.

12 Ibid., 528.

13 À propos de la définition de ce terme, Nishida se réclame explicitement de Leibniz. « Refléter » sʼemploie ici au sens leibnizien

du terme « exprimer ». Voir G. F. LEIBNIZ, Discours de métaphysique et correspondance avec Arnaud, Paris, Vrin, 1993(6e

éd.), p. 180-181 : « […] une chose exprime une autre […] lorsquʼil y a un rapport constant et réglé entre ce qui se peut dire

de lʼune et de lʼautre » (souligné dans le texte).

Journal of International Philosophy No. 2 2013 233



Quelques Réflexions sur La “surréflexion”

Jocelyn Benoist

Une remarque sʼimpose dʼabord sans doute. La question qui nous est posée : « intuition et réflexion en tant que

méthodes philosophiques » paraîtra, certainement, un peu datée. Il nʼest pas sûr quʼaujourdʼhui tant de philosophes

invoqueraient lʼune ou lʼautre comme nom de leur méthode. En même temps, il est possible aussi, et probable, que le

problème se soit déplacé mais nʼait pas disparu. Après tout, il nʼest pas de philosophie qui ne mobilise pas à sa

manière des moments dʼintuition, cʼest-à-dire dʼépreuve qualitative des choses, quelle que restreinte soit la part

quʼelle veut accorder à ceux-ci. Et, pour ce qui est du second terme soumis à notre examen, si la représentation

sous-jacente à la notion classique au moins de « réflexion », représentation mentaliste, substantielle ou tout au

moins positive de la pensée qui en fait un acte réel, est peut-être à présent assez largement surmontée, il nʼen est

pas moins difficile de nier que lʼélucidation philosophique, en tant quʼinterrogation et analyse des concepts que nous

mettons en œuvre lorsque nous pensons tel ou tel genre de choses, conserve bien quelque chose de réflexif. Non pas

sans doute au sens du retour dʼun être sur lui-même ou sur ce quʼil fait au sens propre du terme, mais sur les

normes, ou certaines normes, quʼil met en œuvre dans ce quʼil fait.

Les termes du problème donc, sans doute, ont évolué, mais probablement le type de polarité qui le constituait -

entre une immédiateté non réfléchie et donnée, sur le mode de lʼévidence, pour ce quʼelle est, et une forme de mise à

distance, dans laquelle se révèlent les propres articulations de la pensée (quel que soit le statut que, du reste, on

doive accorder à celle-ci) - subsiste comme un enjeu de discussion et de réflexion pour lʼauto-définition de la

philosophie. Il y a comme il y a eu, de ce point de vue, des méthodologies philosophiques plus ou moins intuitives ou

plus ou moins réflexives.

Historiquement, cette question a été au cœur des tentatives de sʼauto-définir de la phénoménologie, en tant que

méthode philosophique fondée sur une certaine pratique du « voir » en un sens qui ne se veut pas seulement

métaphorique.

Or, il faut remarquer quʼau moins dans la première phénoménologie, celle de Husserl, les deux termes ne sont

certainement pas contradictoires, puisque, si lʼon vise bien à une certaine intuition, celle-ci non seulement est

indissociable dʼune réflexion, mais en est le produit, puisquʼil sʼagit de lʼintuition des vécus de conscience, qui ne

peuvent être donnés quʼau prix dʼune réflexion.

Il est en effet fondamental que les « vécus » (Erlebnisse) par eux-mêmes ne soient pas primairement « donnés ». Il

sont « ressentis », « éprouvés » (erlebt). Ce nʼest pas là ce quʼon attendrait dʼune intuition, si on prend pour modèle

ce quʼon entend ordinairement par « intuition », à savoir la présence de quelque chose quʼon nʼ« éprouve » pas

seulement, mais que lʼon voit, entend, appréhende thématiquement par lʼun ou lʼautre des cinq sens. Lʼintuition, en

dʼautres termes, dans le lexique husserlien, est pourvue dʼintentionalité : elle a un objet. Or ce nʼest que dans un acte

de réflexion que les vécus peuvent être présentés comme des « objets », le rapport immédiat quʼentretient à eux la

conscience nʼétant pas objectivant.

Dès lors, la question inévitable est de savoir si, par un tel acte de « réflexion », qui constitue en objet ce sur quoi il

retourne le regard - à savoir le vécu lui-même - ce qui est ainsi présenté nʼest pas transformé. On retrouve
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lʼhabituel paradoxe de la réflexion : nʼaltère-t-elle pas ce quʼelle touche, rendant par là-même inaccessible ce sur

quoi elle serait censée ouvrir ?

Husserl donne à cette difficulté une réponse dʼune grande profondeur.

A un certain niveau, dit-il, la difficulté est réelle : je ne peux pas vouloir à la fois éprouver mon vécu, le vivre, selon

cette transitivité de ce que les grammairiens appelleraient lʼobjet interne, destinée ici à marquer lʼimmédiateté, et

vouloir mʼy rapporter comme à un objet. En ce sens, dans la réflexion, on perd inévitablement le « vivre » du vécu.

Cependant, à un autre niveau, a-t-on par là « perdu » quoi que ce soit - cʼest-à-dire quoi que ce soit de prise

cognitive sur le vécu ? Pour le dire dans un langage différent de celui de Husserl, mais qui nous paraît cerner

adéquatement son idée, il sʼagit quasiment dʼun point de grammaire : dire que lʼon vit le vécu et quʼon le connaît, ce

nʼest pas la même chose. Cela ne signifie pas que, dans la réflexion, quoi que ce soit serait effectivement retiré au

vécu. Celui-ci reste de toute façon ce quʼil est. Mais le connaître, cʼest tout simplement quelque chose de différent

que le vivre - un autre vécu, qui se rapporte au précédent dans tout ce quʼil est, y compris son « vivre » propre, mais

dans lequel celui-ci nʼest plus vécu. Il sʼagit dʼune véritable modification de conscience, produisant un vécu propre.

Dʼun autre côté, le propre de ce vécu de réflexion est précisément dʼen capturer un autre, par rapport auquel il se

définit entièrement. Et ce qui le définit, cʼest de capturer ce vécu dans sa texture propre, en tant que vécu. Sur quoi

réfléchirait-on donc, au sens classique des philosophies de la réflexion, si ce nʼest sur ses vécus, cʼest-à-dire sur ses

vécus mêmes, en tant que vécus et donc quʼon les vit, ou quʼon les a vécus ? Il est impossible que la réflexion, en ce

sens, fasse disparaître la spécificité de son objet, le vécu, qui est de ne pas être un objet, alors que cʼest précisément

sa référence à celle-ci qui la fait ce quʼelle est, et qui donne un sens à lʼidée même de réflexion.

Dʼautre part, si on veut une réponse à la question de savoir pourquoi les vécus se laissent si gentiment

appréhender par la réflexion sans que cette saisie les rende méconnaissables, cʼest que, dira-t-on dʼun point de vue

husserlien, cʼest un aspect de ce type dʼêtre même que sont les vécus que de pouvoir être saisis par ce retour réflexif

sur eux de la conscience qui les a. La réflexivité au sens de la possibilité de faire lʼobjet dʼune réflexion - non pas

dʼêtre nécessairement réfléchis - est une propriété intrinsèque des vécus.

En fait, cʼest se méprendre sur le sens de la réflexion que de faire comme si, comme une forme dʼobservation de ce

qui ne peut précisément pas lʼêtre, elle faisait de ce vécu auquel elle confère le statut dʼobjet une « chose » (et donc

pas un vécu), le rendant donc à tout jamais inaccessible dans le geste même qui consiste à se retourner vers lui. Si la

réflexion a un sens donc si elle sʼexprime légitimement au réfléchi, si en elle il y va de soi, alors elle ne peut avoir

dʼautre objet que le vécu lui-même. Que celui-ci ne soit pas immédiatement objet à lui-même, que cela ne soit pas là

son mode dʼêtre, nʼôte rien au fait que cʼest bien lui, lui en personne, qui est lʼobjet donné dans lʼacte de réflexion. En

ce sens, la réflexion comme « perte » du vécu est un faux problème. De quoi dʼautre, en effet, que du vécu lui-même

celle-ci pourrait-elle être réflexion et par quoi dʼautre pourrait-elle être caractérisée comme réflexion (par

opposition, par exemple à « observation »), si ce nʼest par la présence de ce vécu lui-même en elle comme ce qui y

est « donné » ?

La solution husserlienne est élégante dans sa simplicité, et radicale. Elle consiste à trancher le nœud gordien en

séparant deux choses : la transparence et lʼimmédiateté. La réflexion nʼest certainement pas immédiate, mais elle est

transparente; on pourrait dire quʼelle est grammaticalement, au sens de : définitionnellement, transparente.

A cet égard, les phases ultérieures du développement du mouvement phénoménologique se sont plutôt

caractérisées par un certain scepticisme. Il semble que ce qui a été perçu comme la thèse de la transparence de la

réflexion ait été difficile à admettre et la phénoménologie, depuis les années 20 du XXe siècle, nʼa plus cessé de

rejouer la scène originaire de la querelle Heidegger-Natorp, comme si le problème, encore et toujours, était de

choisir entre immédiateté et réflexion et lʼunique voie de dégagement par rapport à cette aporie était une solution

de type herméneutique, consistant à rendre lʼintuition elle-même réflexive.
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Jʼaurais pour ma part tendance à voir dans cette persistance le signe dʼune résistance kantienne à la percée

effectuée par la première phénoménologie et à sa puissance dʼélucidation y compris pourrait-on dire « sans le

savoir », là où celle-ci avait révélé le point auquel ladite immédiateté était présente dans nos concepts mêmes et ceux-

ci dépendaient de celle-là.

Cependant, plutôt que de considérer ces réécritures herméneutiques de la phénoménologie caractéristiques de la

tradition allemande, qui veulent résoudre le supposé problème de la réflexion en rendant pour ainsi dire lʼintuition

déjà réflexive, on sʼarrêtera ici sur une autre tentative qui, elle, consiste à dédoubler le concept de réflexion. Il sʼagit

de celle, bien française et ancrée dans la tradition desdites « philosophies de la réflexion », engagée par

Merleau-Ponty. Ce qui frappe dʼentrée de jeu, cʼest que Merleau-Ponty nʼest pas convaincu par lʼexplication de

Husserl : il croit bien quʼil y a un problème, puisquʼil se sent obligé dʼy apporter une solution. En cela, à mon avis, il a

tort. Il importe cependant de comprendre pourquoi il nʼest pas convaincu par lʼexplication telle que la donne

Husserl. En quoi celle-ci pouvait-elle être insuffisante, ou plus exactement, peut-être, que pouvait-on y trouver de

trop ?

Comme on le sait, Merleau-Ponty, dans le manuscrit du Visible et l’Invisible, introduit la formule dʼune

« surréflexion ». Ce faisant, loin de donner congé à la tradition des « philosophies de la réflexion », en un certain sens,

il entend les corriger et les poursuivre : il sʼagit de définir ce que serait le format de la « bonne » réflexion, qui ne

sʼoublie pas elle-même, mais sʼappréhende comme telle et pour ainsi dire se met en abyme. Ainsi, comme son nom

lʼindique, la surréflexion ne se présente pas dʼabord comme moins de réflexion, mais comme plus de réflexion. Il

sʼagit purement et simplement dʼune réflexion menée jusquʼau bout.

En réponse à lʼaporie traditionnelle des philosophies de la réflexion touchant le rapport entre réflexion et intuition

- la réflexion détruit lʼimmédiateté de lʼintuition - la « surréflexion » est une réflexion qui est censée laisser subsister

l’immédiateté comme telle et, pour le dire dans le lexique de Merleau-Ponty, conserver une dimension

« existentielle » - au lieu dʼintellectualiser le thématisé, comme le ferait ce quʼon appelle traditionnellement

« réflexion ».

Le philosophe français présente cette surréflexion comme une opération critique et pour ainsi dire de second

degré : la réflexion, par elle-même, nous coupe bien de lʼimmédiateté, la tient à distance. Cʼest donc par un acte

second, critique par rapport à elle, que nous pourrons relester son résultat du sens de cette immédiateté perdue.

Lʼaccès à lʼ immédiat, en ce sens, nʼa rien dʼimmédiat, mais suppose une opération philosophique hautement

sophistiquée : comme une réflexion corrigée ou réinterprétée. On reconnaîtra là lʼaspect fondamentalement

« dialectique » de la démarche de Merleau-Ponty.

En même temps et par là-même, la surréflexion est une réflexion consciente dʼelle-même et par bien des côtés,

dans une forme de radicalisation de la tradition réflexive, comme une réflexion de la réflexion. En effet, elle reconduit

toute réflexion à son caractère situé et à son enracinement réel. De ce point de vue, elle ne fait que porter à la

conscience ce qui est de toute façon inhérent à toute réflexion, à savoir précisément cet ancrage dans une facticité

dont elle ne peut sʼaffranchir et qui est la condition même de sa mise en œuvre, mais que, comme tel, justement, la

réflexion occulte. En ce sens, la surréflexion fait apparaître ce qui, normalement, dans mais aussi de la réflexion,

nʼapparaît pas.

La stratégie de Merleau-Ponty consiste donc à introduire, contre « lʼ intellectualisme », un autre concept de

réflexion - concept qui ne sʼentend cependant quʼen référence à celui construit par lʼintellectualisme et comme, en

quelque sorte, son correctif. La surréflexion, ainsi, se nourrit du mythe même de la réflexion comme « perte

dʼimmédiateté ».

Mais quel est donc le sens de ce mythe ? A lire Merleau-Ponty, on comprend quʼil sʼagit avant tout de la

représentation suivant laquelle ce quʼon appelle « lʼesprit » serait séparé du monde et pourrait se retourner sur

lui-même dans cette abstraction. Au contraire la « surréflexion » doit faire apparaître les connexions mondaines
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(Merleau-Ponty dirait « existentielles ») mises en jeu par chaque attitude mentale.

Si une « surréflexion » est requise, cʼest donc contre une certaine ontologie de lʼesprit en tant quʼentité séparée et

accessible par soi, indépendamment du monde, sur laquelle semble reposer le concept traditionnel de réflexion. Ce

qui est en cause donc, cʼest lʼontologie du « vécu » quʼon trouvait en effet au fondement de la perspective

husserlienne : comme si ledit « vécu » constituait un domaine dʼêtre en soi et clos sur lui-même.

Maintenant, la correction merleau-pontyenne à lʼanalyse husserlienne ne se comprend que si on maintient la

solidarité, supposée en effet par Husserl, entre la clause grammaticale de transparence (de la réflexion) et la

conception internaliste du vécu.

Or ce lien, semble-t-il, nʼa rien de nécessaire. Pourquoi ne conserverait-on pas lʼidée que la « réflexion », entendue

en un sens qui ne serait plus nécessairement psychologique, réfléchirait bien notre vie mentale dans son

« immédiateté » - cʼest-à-dire y compris dans son sens « expérienciel » dʼêtre « vécue » - sans faire de cette vie

mentale un ensemble de processus mentaux privés et séparés et, pour ainsi dire, un empire dans un empire ? On

peut très bien maintenir lʼidée de la transparence de la réflexion au sens de sa capacité à exercer une prise - et de la

nécessité pour elle dʼexercer une prise - sur une certaine forme dʼ« immédiateté », sans soustraire cette immédiateté

à lʼinteraction avec le monde, où elle a son lieu. Si elle est immédiateté de quoi que ce soit, cʼest bien en effet du

monde même. De quoi la réflexion pourrait-elle en effet être « réflexion » - fût-ce au sens préférable sans doute de

lʼéclaircissement de concepts, plutôt que du retour en miroir sur quelque « acte mental » - si ce nʼest de ce que cʼest

que penser effectivement ? Or il nʼest pas de pensée qui ne soit en un monde et qui, à ce titre exactement, ne soit

nourrie dʼexpérience.

Ainsi délestée de lʼinterprétation métaphysique qui lui avait été a priori associée, la clause husserlienne selon

laquelle la réflexion aurait une certaine forme de transparence et, loin de nous faire perdre le sens de lʼimmédiateté,

nous le délivrerait, demeure parfaitement acceptable. Elle devient une remarque grammaticale, qui éclaircit le

caractère de certains au moins de nos concepts, dʼêtre ancrés dans lʼimmédiateté et de sʼy référer constitutivement

dans leur teneur même. Cependant, dʼun autre côté, lʼexigence merleau-pontyenne de « surréflexion » conserve

aussi une certaine valeur, méthodologique : correctement entendue, elle devrait nous rendre attentifs à lʼancrage de

certains de nos concepts au moins dans lʼintuition et, corrélativement, nous conduire à dépasser les présupposés -

internalistes et « intellectualistes » - associés à une certaine conception traditionnelle de la réflexion.
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Intuitive evidence and formal evidence in proof-formation

Okada Mitsuhiro

Section I. Introduction.

I would like to discuss “proof formation”

1 as a general methodology of sciences and philosophy, with a special focus on “intuitive evidence” and “formal

deductive evidence”. In my opinion, consideration on the evidence criteria of proof formations is important for

consolidating theoretical disciplines. Euclid said at the beginning of the Elements that “Mathematics is Proofs”.

What Euclid said would also be the case, in my opinion, for the theoretical aspects of sciences and of philosophy as

they require justifications for the claims in a proof form. In fact, when a proof is concerned with

foundations/consolidation of scientific methodologies themselves or fundamental metaphysical problems, such a

proof should be more than just justification in the usual natural scientific attitude. I would like to take a close look at

some issues on proof formation, in particular, on deductive or demonstrative evidence criteria, in this context. We

especially compare the similarity and difference between some intuition-based proof models on the one hand and

some form-based proof models on the other hand.

Section II. Intuitive evidence-based proof formation.

I first consider a typical intuitive evidence-based model of proof formation. By an intuitive evidence-based proof

formation model, I mean the model of deductive proof formation in which validity of each deductive step is

guaranteed by intuitive evidence so that intuitive evidence of the starting proposition of a deductive proof derives

intuitive evidence of the conclusive proposition of the proof. In this model of proof formation, one always appeals to

intuitive evidence at each step or move of proof formation and one presume that the intuitive evidence is

“transitive”; A is intuitively evident, the deductive move from A to B is intuitively evident, then B is intuitively

evident, and so on.

This model of proof formation may be contrasted to some other typical ones; for example, the truth-based proof

formation models. One of the most typical truth based ones is a semantics-based model; for example Tarski style

(and Kripke variants) formal semantics-based understanding of proofs, where “truth” of a proposition is defined by

means of interpretation of the proposition composed of linguistic elements, and truth of a proposition depends on an

interpretation assigned for the linguistic elements in the proposition. Validity of a deductive inference rule means

just a preservation of truth in this sense. Another typical truth-based model may be involved with more

metaphysical notion of truth of proposition, such as states-of-affairs, truth-maker or trope (although I do not go

into the details on this type of models in this note), but still, in my opinion, most of truth-based model of proof

formation naively takes the position that the standpoint that truth (in any sense) is “transitive” and that a

deductive move from A to B preserves truth. The mathematical theorem to express this is called Soundness
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Theorem. Another important proof formation model, which I would like to discuss in comparison with the intuitive

evidence-based model is (a few variants of) form-based model.

As we point out in this note, the naïve classifications of types of proof models would not work. For example we

discuss how the form-based constructivist proof formation model is also related to the intuitive evidence.

As a starting discussion I would present the intuitive evidence-based model according to a traditional reading of

some texts of Descartes (such as Rule III).

Descartes, as well known, inspired from Beeckman, was enthusiastic to study Mathesis Universalis for a certain

period, without complete success. Instead, he reached to an idea of formulating methods for general problem

solving as his “Rules”, although he could not complete it. In “Rules”, he admits only two sources of indisputable

knowledge (the knowledge without any possible doubt of error) for us; “intuition” and “deduction” for example

Rule III in the edition of Adam and Tannery 2. The proof formation there consists of (1) the starting proposition(s)

called “principles” and (2) a step-by-step deductive inference series (or what he often calls “chain” or “movement”

of deductions) from which a conclusive proposition is derived. A conclusive proposition through a proof formation

(namely a deductive knowledge) is indisputable when (1) each of the principles (staring propositions) is

“intuitively evident” and (2) the deductive movement is deductively evident. Here, what is the criterion of the

“deductive evidence” more precisely? In the case of the above reading of Rules a deductive movement is evident

when each step of deductive inference is “intuitively evident”. Note that in this model of proof formations, the form

of admissible inference rules is not pre-determined. In the traditional model of formal deductive inferences (of the

Second Analysis) it is pre-fixed as the syllogism “forms”. In contrast to this traditional model, the Cartesian proof

formation model allows any deductive inference move, without any pre-fixed inference form, under the condition

that the inference move is intuitively evident. This is, in my opinion, an important difference between the Cartesian

style model for the indisputable proof formations and the traditional one such as the Aristotelian one in the First

Anyalysis.

As Rule III remarked, although a short-length proof formation process can be seen with intuitive evidence only,

when a proof is long, the original intuitive evidence of each deductive inferential move in the middle of proof, the

intuitive evidence of the conclusion would be lost or significantly weakened in the process of the proof formation

starting from intuitively evident starting propositions. This is because intuitive evidence requires directness and

actuality at least and the long series of deductive inference acts would lose directness and actuality of evidence.

In order to compensate the intuitiveness of the intermediate steps of proof formation, Descartes appeals to

reliability of the “memory”. Then the issue remains; reliability of the memory needs to be guaranteed in order to

guarantee the indisputability of intuitive evidence-based proofs.

It requires a procedure to retrieve reliability of the memory of the intuitiveness (or clearness and distinctness in

his later terminology) of deductive movement. In Rule XI, it is claimed, for example, by means of the movement of

the thought, one can “reflect” the relations among the propositions of the deductive movement in the past. In the

explanation of Rule XI Descartes explains the words enumeration and induction by saying that certainty of those

steps depends on “memory”, (while certainty of the direct deductive move depends only on intuitive evidence) 3.

The same issue, in my opinion, appears in Method and in Meditations too in a slight different form; how the proof

criteria for existence of God could escape from the difficulty of the above memory issue. Although it is not the main

theme of this note how the retrieving argument of memory works in these Cartesian theories we would rather like

to discuss the proof criteria of the Cartesian proof formations in comparison with the others.
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Section III. Formal deductive evidence in proof formations.

The intuitive evidence-based proof-formations can be well contrasted to the form-based proof-formations, such

as Leibniz (who also attempted to study Mathesis Universalis, as well known, without success); although he

expresses that his agreement with Cartesian notion of proof, Leibniz 4 criticizes that the “form” of a deductive proof

is important while Descartes ignores it; a proof is “solid” when it respects the “logical form”, according to Leibniz. As

an example of the use of inference-form, he emphasizes a “hypothetical” use of starting proposition for deductive

proof formations; A principle (starting proposition) of a proof formation can be “hypothetical” without knowing that

it is intuitively evident. Then, even if the intuitive evidence is not guaranteed for such a starting proposition, say A,

one could admit a proof formation of a conclusive proposition, say B; of course, it does not provide us with an

indisputable knowledge of the conclusion B, but, with a hypothetical or conditional knowledge, “if A then B”

equivalently “A implies B”. This extension of the notion of proof formation is, in fact, important for general theory of

deductive proof formations, especially, and Leibniz noticed it very correctly, in my opinion, in his criticism against

the Cartesian style intuitive evidence-based proof formations theory. This introduction step of the implicational

conclusion is called “introduction rule of implication” or “deduction theorem” nowadays, and it is one of the most

essential deductive inference “form” in the modern formal logic.

Although we cannot discuss further examples here from Leibniz, this simple example already shows that a

deductive “form” whose reliability is independent of the intuitive evidence of starting principles (namely,

independent of “intuitive evidence” of A, one can make a deductive “form” for the proof of a conditional proposition

“if A then B” or “A implies B”. In other words, the formal deductive evidence criterion of “A implies B” in this

example is provided by the form of proof-formation itself, namely, the type of a proof formation of B from

hypothesis A. Of course the proof formations of Leibniz are not always the form-based in the strict sense, but we

believe that the above mentioned idea of form-based proof formation model introduced by Leibniz very important.

A pure style of form based proof formation models had been introduced in the modern history of logical philosophy

and philosophy of mathematics. We shall discuss those in the next section. We also remark that the First Analysis of

Aristotle discussed the hypothetical use of the starting proposition in the dialectic proof setting, rather than the

deductive formal proof setting. However, Aristotelian hypothetical use is restricted to the dialectic proofs, and the

use of implication-inference rules was limited. We shall discuss these issues elsewhere.

The Cartesian style “intuitive evidence-based” -formation of proofs requires the evidence of the starting

propositions. For example, Descartes says, in Rule XII of “Rules”, “I exist, therefore God exists” and rephrases it as

“starting from the fact that I exist, I can conclude that God exists”. This “therefore” (by means of provability) might

look similar to the above mentioned type of hypothetical proof formation of Leibniz at a first glance. But, in fact, it is

not the case. Starting the fact “I exist” requires its intuitive evidence or a proof of “I exist” with the intuitive

evidence criterion, before moving to prove “God exists”. Descartes tells here about the “order” of the propositions to

be proved, but not any conditional-hypothetical propositions to be proved.

For the form-based proof formation, each step of a deductive inference has a form, as we have just seen a typical

example about the introduction rule form of logical implication. Since it is a form, each inference is (at least

intended) to be applied universally to any domains (any sciences and philosophy), hence aims at making the

deductive proof models of universal theoretical sciences. Especially, this model tells that the deductive inference

steps could be formal, and combining with postulates/axioms/definitions of a specific domain, the form-based proof

model can be adapted to the specific domain. On the other hand, in the Cartesian intuitive evidence based model a

deductive inference step could be any particular step under the condition that such a single deductive inference is

intuitively evident. But, of course, such a particular inference step, which is evident at a certain particular proof step
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in a context/domain, is not applicable to a different context/domain.

(However, Descartes, of course, aimed at consolidating sciences by the Cartesian metaphysical proof formations

here.)

Section IV. Crossing point of proof formation and “language”.

In the previous section, I presented the form-based model of proof formations, in contrast to the

intuitive-evidence based model. But, a closer look at the former tells us that the situation is more complicated and

that one should make a further distinction. The distinction is closely related to their different positions with respect

to the underlying “language” framework for the proof formations. I use the words “linguistically closedness” and

“linguistic openness” to express the two different positions.

The conception of logical forms emphasized by Leibniz towards his project of Mathesis Universalis was further

investigated by various logicians, by the early 20th Century, and a logico-mthematical proof theory was partly

realized by some logical proof theorists (in a wide sense), especially by the two major logico-mathematical Schools,

the Hilbert Formal-Axiomatist School and the Brouwer-Heyting Dutch Constructivist School. The Hilbert Formal

Axiomatist School took the linguistically closed model; they set an axiomatic mathematical (or scientific) theory

and formulated a framework of the “formal logical language” for a given theory. The Hilbertian Formal Axiomatist

presumes that a “closed” formal language framework for each theory in the sense that the vocabularies, definitions

and basic inference rules are prefixed in order to axiomatize the formal deductive proof system of a theory, so that

the proof formations are carried out inside the pre-fixed formal language. In particular, the whole part of any proof

in an axiomatic theory can be written up, i.e., has an “external representation” on papers in principle. On the other

hand, the Brouwerian Constructivist School emphasizes that a form-based proof formation is a mental construction

and the proof formations are language-independent independent in principle.

One could see the two different positions of the same “form-based” proof formation model by using the

above-mentioned example of the construction of the proof of “A implies B” from the proof, say “p” from “A” to “B”.

From the point of view of the linguistically closed model of Hilbert, “p” should be inside the linguistically fixed

formal proof system, say axiomatic proof system of natural number theory, while from the point of view of the

linguistically open model of Brouwer the framework of p is open and as long as p is constructed mentally, say

although the vocabularies appearing in A and B belong to a certain theory, such as natural number theory, one

might construct p which contains mental constructs corresponding to vocabularies beyond natural number theory.

(More generally, p is a “method” of transforming a given proof of A into a new proof of B.)

Then, we ask ourselves as to what would be the criterion for finding a permissible form of mental construction

step. It should again be a certain kind of “intuition”. In fact, Brouwer School is called “Intuitionist” as permissibility of

the forms of mental construction are based on intuitive evidence. (Brouwer appealed to Kantian pure intuition of

space form for the intuitive evidence of certaia although we do not go into this topic in this note, while Heyting of

the same Intuitionist-Mental Constructivism School appeals to Husserlʼs intuition as fulfillment.)

Instead of directly asking what the intuitive evidence based model of the Brouwer-Heyting Constructivist

School, we could ask what is the difference of this intuitive evidence-based model from the Cartesian intuitive

evidence model the both proof formation criteria are based on intuitive evidence? The characteristic of the

Constructivistʼs evidence model, in my opinion, lies on the fact that Constructivistʼs are concerned with intuitive

evidence of the deductive “inference form”, while the Cartesian is concerned with intuitive evidence on particular

propositions-level and on relations and movements of particular propositions.

I have remarked that there are two manners, linguistically closed one and open one, for the form-based proofs.

Descartes also claims that there are two manners of proof formations, by distinguishing the analytic proof manner
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and the synthetic proof manner, in the 2nd Response. This distinction corresponds to the proofs of discovery (he also

uses the word invention) and the proofs of justification/verification (i.e., the axiomatic proof manner which is

typically used by Greek geometers). And this distinction also corresponds to the distinction between the

linguistically open proofs and the linguistically closed proofs in my terminology above.

Descartes prefers to use the analytic proof manner in order to show/teach to the reader the rout to the discovery.

But, it does not mean the synthetic proof manner is impossible. On the other hand, the scientific proofs are ideally

presented by the synthetic manner. Two important points here are; (1) He admits that the analytic metaphysical

proofs could be transformed into the synthetic metaphysical proofs (as he demonstrates, as an example, a part of

them at the end of the 2nd Response). (2) He also believes that the scientific deductive knowledge such as

geometrical theorems in the Euclidʼs Elements are originally discovered/invinted by the analytic manner, then the

proofs are transformed into the axiomatic synthetic proofs for presenting it to others. He says that Greek geometers

found a new theorem with the analytic manner secretly before presenting the proof neatly by the synthetic manner

(the 2nd Response.)

In fact, Descartes was able to rewrite some metaphysical proofs in the analytic manner into those in the synthetic

or axiomatic manner. This is because he already knows the original particular analytic proof with the

discovery/invention attitude, hence from that particular proof he knows which vocabularies, definitions and

reasonable postulates/axioms are to be chosen in order to re-arrange the original analytic proof into an axiomatic

synthetic proof. Hence, his presentation of the axiomatic (synthetic) metaphysical proofs at the end of the 2nd

Response is based on the setting of the linguistically closed framework. In fact, the Cartesian re-formulated

metaphysical but synthetic proofs can be represented in the modern (predicate) logical language with formal

logical rules (although the axioms could be formulated more elegantly). In other words, the Cartesian synthetic

metaphysical proof formation belongs to the form-based proofs.

It is also the case for the Brouwer-Heyting Constructivist- Intuitionist proof formations and the Hilbert

Axiomatist proof formations. The proof formation of the former has no prefixed linguistic bound and the success of

mental proof formation depends only on the intuitive evidence criterion for mental construction of inference form.

However, once a theory is developed by this intuitive evidence standpoint, one could list the vocabularies,

definitions, inference forms used, and formalize as a formal axiomatist proof system as a linguistically closed proof

system. This can be seen as the transformation from the Brouwer intuitionist proof model to the Hilbert one. This

transformation also corresponds to the transformation which Descartes explains.

Section V. Reliability vs. creativity in proof formations.

The linguistically closed axiomatic proofs are easy to check reliability in the usual setting once the vocabularies

and axioms are chosen suitably. This is what the scientific proofs usually do. The mathematical and physical

domains, for example, are explicitly or implicitly axiomatized based on logic (including Russell style set theory).

This is because reliability of the logical inference framework itself can be shown independently of the

domain-dependent reliability of axioms. Namely, using the notion of semantic truth, one can show that “each logical

inference rule-form preserves the semantic truth; if the premises are semantically true, then the conclusion is also

true). A proposition A is semantically true when it is true for any “interpretation” of the linguistically represented

proposition A. So, this universally (or domain-independently) applicable notion of semantical truth heavily

depends on the linguistically closed proofs model, as this notion of semantic truth is based on interpretation of a

given language framework. On the other hand, “truth” in the sense of analytic proofs of Descartes is defined in

terms of intuitive evidence; (Just after the cogito argument in Method and at the beginning of the 3rd Meditation,

he poses the intuitive evidence principle as a general principle saying that everything which is clear and distinct is
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true. The situation is similar for the Brouwer intuitionism; the criterion of mental construction step cannot be

reduced to the semantic truth but intuitiveness of construction step. As a result, the Brouwer school claims that the

proof of Aristotelian “excluded middle” is not constructible, while it is considered true by any standard semantic

interpretation.

As suggested by the axiomatically reformulated synthetic metaphysical proofs of Descartes in the 2nd Response,

any kind of metaphysical proofs, most plausibly, can be formulated once an “analytic” metaphysical proof is given

and the vocabularies and axioms are suitably chosen by seeing the original analytic proof, although it is not always

easy to choose a suitable and disputable set axioms for the case of metaphysics, as he remarks. On the other hand, as

he points out, the axiomatic, hence formal-logically formalized, synthetic metaphysical proofs are easy to follow

without much “attention” once the axioms are accepted. Also, it is difficult to argue against it. That means since the

deductive movement are logical (namely, following logical form).

It is exactly the effect of the use of linguistical form for deductions that solves the memory issue of proof

formations mentioned at the end of Section II. By checking the truth preservation of fixed deductive inference

forms beforehand, one does not have to pay much attention. The trade-off here is that because of the linguistic

closedness, one cannot to beyond the prefixed vocabularies and axioms, hence the synthetic proof manner lacks the

full power of discovering/inventing new knowledge to and educating the reader how to reach the discovery. On the

other hand, the analytic proof manner requires much more careful attention and has difficulty to keep the memory

of intuitive evidence but it is suitable for the proof formations towards discoveries.

Section VI. Intuitive evidence of “proof” and intuitive evidence of “proposition”.

In Rules, Descartes mainly discusses on analytic proofs (although he does not talk about metaphysical proofs

much in Rules). He faces how to explain the memory issue and the discovery issue. In Rule XI Descartes

emphasizes that after having the propositions with intuitive evidence it is important for making the next

(deductive or sometime he call it inductive) step to browse (parcourir) the movement of the thought on those

propositions, to reflect the relations among the propositions, and to conceive many of the propositions at the same

time. He explains the two roles of this rule, (1) One role is to stabilize the conclusion of already formed proof. (2)

The other is to get to the next step of proof, towards new discoveries.

The above (1) could be considered his tentative answer to the memory issue in Rules mentioned in Section II

which necessarily comes up with the Cartesian type of intuitive evidence based proof model. As for (2), I read that

he emphasizes “reflection” on the relations among the propositions 5; reflecting the propositions passed along the

proof formation activities (which he sometimes calls enumeration or induction in his particular sense) makes our

thought possible to reach a new deductive knowledge. The act of reflection, in my reading, provides relational

evidence, in a wider sense than the sense in which intuitive evidence provides a direct evidence for simple

proposition or a single deduction step.

For the Brouwer-Heyting constructivist-intuitionist view of proof formations, a proposition cannot be

independent of a proof formation. For example, a proposition “A implies B” is asserted with a “proof formation of B

from A”, as we discussed. Hence, mental constructability of “proof of B from A”. Heyting suggests to understand the

relation between a proposition and its proof formation in the phenomenological intentional structure of Husserl;

posing a targeting proposition as “intention” and constructing a proof as “intuitive fulfillment”

Now I claim that this proof-as-intuition” view is important both for the Cartesian analytic proofs and for the

form-based constructivist-intuitionist proofs. I would also like to claim further. I remind that the synthetic proofs

(well organized rule based, either explicitly or implicitly axiomatized proofs) have the external representations

within a linguistically closed framework, hence could escape from the major problems of memory-reliability on the
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trade-off with the power of invention. (The linguistically closed framework could provide the guarantee of

preservation of truth in a formal linguistic semantics, for example, as long as the inference rules are prefixed, for

example.) Once the axioms and definitions are fixed, the proof formations could be carried out even without the

contentual meaning of each proposition, in an extreme formalist case. However, in my opinion, even for such a case

one could still access to “intuition on the proof ”. By getting used to do the non-contentual linguistic game using

given rules repeatedly, one gets more and more intuition of this formal activities; the situation is similar in the case

of intuition for professional Go-players or Chess players.

Section VII. Towards investigations into interaction between intuition and form, and into

compatibility between creativity and reliability.

The relationship between the analytic proofs and the synthetic proofs is further complicated. The role of

language for proof formations is also not simple. To end this note of mine I would like to explain this situation by

mentioning slightly Husserlʼs proof formation theory towards Mathesis Universalis.

Husserl himself gave a concrete example of a “part” of Mathesis Universalis in the series of manuscripts in winter

1901 (the part included various equational theories and geometry in a general setting.); he explained the

importance of developing a theory of multiplicities, or theory of theories, as Mathesis Universalis, and some other

related unsolved problems, in Prolegomena. He could not reach the solution when he prepared Logical

Investigations, but just after its publication he reached the conviction that he solves all at once in winter 1901. He

was strongly influenced by Hilbertʼs formal axiomatism at that period, while Husserl influenced the Heytingʼs

constructivism-intuitionism. As we discussed, Hilbert and Heyting have very different views on proof formations.

So, one can expect that the way Husserl considers the proof formations in his Mathesis Universalis would be

interesting. By a theory he means a formal axiomatic theory in the sense of Hilbert. A “multiplicity” of a theory has

the structure of the whole possible proof steps. So, a single axiomatic theory or a single corresponding multiplicity is

bounded by a linguistically closed framework. However, although this is classified by the synthetic proof system in

our classification, the multiplicity also preserves the intuition-tool. Namely, Husserl explains a (equational) proof

progressing by, in my reading, partial-gradual significative fulfillment steps in the same way he explained in the 6th

Investigation on the evaluation of arithmetic terms. It is the fulfillment intuition within the linguistic signification

side. This explains how linguistic form-based proof notion and the notion of intuition can meet. However, if this is

the end of the story, his idea of Mathesis Universalis cannot accommodate the discovery-invention steps in proof

formations as the linguistic framework of each theory is closed. The important idea of his Mathesis Universalis is to

allow to introduce new vocabularies, when needed, and to extend the original language and axioms. He gave, in

terms of theory of multiplicities, the condition under which one can allow to introduce new vocabularies and new

axioms. His condition could be read that one can use the extended proof systems for discovery and return back to

the original proof system after discovery.

This presentation of Husserl suggests to us that there could be various dynamic interactions between intuition

and form, between the analytic proof manner the synthetic proof manner, between the discovery attitude and

formal attitude, and between linguistic openness and closedness. I left this issue as an open question.

1 In this note we do not distinguish the two words, proof and demonstration, and would often use the two words equivalently.

2 Prof. Katsuzo Murakami kindly made a remark that the content of Rule III needs to be examined carefully with a different

version of the Rules recently discovered.

3 Adam et Tannery, Vrin. See also VII and X on this point.
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4 e.g., Méditations sur la connaissance, la vérité, et les idées, in Vrin 14-15.

5 Rule XII. Cf. footnote of Section II above.
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Kommentar und Fragen

Georg Stenger

I. zu: Ichiro Yamaguchi, „Zur Anschauung und Reflexion- bei Nishida und Husserl“

Der vorliegende Beitrag von Herrn Yamaguchi stellt sich einer Herausforderung, die nicht nur philosophisch

hochinteressant, sondern darüberhinaus auch für aktuelle Gegenwartsdebatten von großer Brisanz ist: Zum einen

wird versucht, das Denken von Nishida Kitarô auf seine phänomenologischen Implikaturen und Grundlegungen hin

zu besehen, zum anderen wird darin eine Möglichkeit geöffnet, die grundsätzlichen Frage- und Problemstellungen

von Nishidas Denkweg für ein interkulturelles Denken fruchtbar zu machen, insoweit dies mit einer

phänomenologischen Rückbesinnung geschieht. Dass hierbei auf Nishidas Denken zurückgegriffen wird, erscheint

nicht zufällig, insofern damit ein Quellpunkt, ja Meilenstein der japanischen Philosophie seit der Öffnung durch die

Meiji-Zeit auf den Plan getreten ist. Vor diesem Hintergrund nimmt sich der Beitrag von Herrn Yamaguchi der

Fragestellung zwischen „Anschauung und Reflexion“ an, die mit einer gewissen Gegenüberstellung der Konzepte

von Nishida einerseits und von Edmund Husserl andererseits beantwortet werden soll.

Insgesamt, und damit vorgreifend, lässt sich sagen, dass der Aufsatz von Herrn Yamaguchi eine

Interpretationsfolie hierfür favorisiert, die all jene bei Nishida auftauchenden Fragestellungen schon bei Husserl am

Werk sieht und dort sozusagen „besser“ und „begründeter“, weil „ausgewiesener“ vorfindet. Wenn ich „schon“ sage,

so ist dies nicht historisch, sondern systematisch gemeint, was zudem nicht ohne Brisanz ist, bedenkt man etwa,

dass Husserls Schrift Philosophie als strenge Wissenschaft und Nishidas Erstlingswerk Studie über das Gute im

selben Jahr 1911 erschienen sind. Die Studie Anschauung und Reflexion im Selbstbewusstsein von Nishida aus dem

Jahre 1916 wiederum, auf die Yamaguchi dezidiert eingeht, zeigt einerseits Nishidas Versuch einer

Selbstvergewisserung seines Denkansatzes, indem er sich vor allem mit den zur damaligen Zeit prominenten

Konzeptionen sowohl der deutschen Philosophie vor allem neukantianistischer Prägung (Lotze, Cohen, Rickert)

wie auch in Aufnahme von Leibnizens „ Monadologie “ und Fichtes Denken der „ Tathandlung “ als auch der

französischen Philosophie vor allem in Gestalt von Henry Bergson (élan vital, durée, l'evolution creatrice)

auseinandersetzt.

Letztlich ist es hierbei Nishida aber darum zu tun, sowohl den Gang und die Entwicklungskonsequenz des

„Selbstwissens “ resp. des „ Selbstgewahrens “ (jikaku) zu erurieren als auch den „ Ort “ (basho) des Denkens

vorzubereiten, auf den die sog. „Ortlogik“ des späteren Nishida ab etwa 1926 zusteuert. Was beide, Husserls und

Nishidas Denken verbindet, ist m. E. der beständige Versuch, den jeweils eigenen Denkansatz immer wieder auf

seine philosophischen Weiterungen und Vertiefungen hin voranzutreiben, was für beide zugleich auch die

Bewandtnis hatte, philosophische Grundlegungsarbeit insgesamt zu leisten. Da meine Anfragen v. a. auch den

Denkweg von Nishida insgesamt berücksichtigen möchten, beziehe ich mich darin nicht allein auf seine Schrift von

1916.

Dem Wunsch der Organisatoren dieser Tagung entsprechend möchte ich nun einige sachliche Rückfragen
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ebenso wie kritische Anfragen stellen, wobei ich mich nur auf wenige Punkte beschränken muss und dadurch dem

weit ausgreifenden und detaillierten Analysespektrum von Herrn Yamaguchi kaum gerecht werden kann:

1) Ist es so, dass Nishida die benannten Autoren und Ansätze (s.o.) in sein Denken integrieren wollte ? Und wenn

ja, würde er dann nicht jene mit deren systematischem Denken einhergehenden Voraussetzungsbedingungen

bestätigen müssen, mit der Konsequenz, dass ‒ und Yamaguchiʼ s Text tendiert m. E. hierzu ‒ Nishidas

grundsätzlicher und sich von Anfang bis zum Ende durchhaltender Versuch, (also vom Ansatz der „ Reinen

Erfahrung“ bis hin zur „Ortlogik“), vor eine „Spaltung zwischen Subjekt und Objekt“ zu gelangen, als letztlich

gescheitert, zumindest aber relativiert betrachtet werden müsste ? Anders und positiv gesagt: Verhält es sich nicht

eher so, dass Nishida, diese Konzepte selbstkritisch durchspielend, gerade daraus sein Denken, welches von der

„reinen Erfahrung“ zur „handelnden Anschauung“ führt, profiliert hat, um auf eine tiefer liegende Dimension des

Denkens selbst, also vor eine dichotomische Unterscheidung von „ formallogischer Denkerfahrung und

inhaltsbezogenem Erfahrungssystem“ (vgl. Vorwort von Nishida (1917)) durchzustoßen ?

Man darf nicht übersehen, dass Nishida ‒ und dies ist wiederum nicht hoch genug zu würdigen ‒ vielleicht als

erster japanischer Denker das westliche Denken auf Augenhöhe versucht hat aufzunehmen, und dass er dabei mit

den westlichen Begriffsschemata teilweise unkritisch umgegangen ist und damit manchʼ intrinsische Semantik

dieser philosophischen Begriffsbestimmungen in sein eigenes Denken mitgeschleppt hat, erscheint mir schon

aufgrund damaliger äußerst spärlicher Rezeptionsmöglichkeiten mehr als nachvollziehbar zu sein, wenngleich

damit, und dies sollte gewiss nicht übersprungen werden, ein gewisses Desiderat bestehen bleibt. Ich würde daher

den eigenständigen Ansatz von Nishida nicht in erster Linie vom Maßstab im weitesten Sinne westlicher

Denksysteme und damit verbundener Begriffsfassungen aus beurteilen, sondern eher zu der Position neigen, dass

sich sein Denken zwar dieser Begrifflichkeiten bediente, diese aber zugleich, wie man heute sagen könnte, zu

dekonstruieren versucht hat.

2) Nishida verweist schon in diesem Text (Anschauung und Reflexion) vereinzelt auf Husserl ‒ im Aufsatz „Ort“

von 1926 wird er sich näher mit dessen „Logischen Untersuchungen auseinandersetzen ‒, dessen „kategoriale

Anschauung“, bei der Husserl ja selbst auch nicht stehen blieb, aber auf einer anderen Bedeutungsebene situiert ist

als Nishidas Rede von „handelnder Anschauung“. Auch in diesem Aufsatz rezipiert Nishida viele philosophische

Größen als Gesprächspartner, ohne auch schon deren Konsequenzen mitzumachen. Paraphrasierend zitiert: „Man

denkt das als Urteilsakt (Kant u.a.), was in der Sache eigentlich als vorgängiges ‚Zwischenʼ (aida) von Bewusstsein

und Gegenstand tätig ist.“ (vgl. ebd. 78 ff.) Auch entgegen dem Intentionalitätskonzept Husserls, welches in den

Augen Nishidas stets auf die resp. eine „ Bewusstseinsweise “ rückbezogen bleibt, betont Nishida: „ Allein die

Anschauung, die zur Grundlage des Wissens wird ‒ {dies unterstellt er Husserl}, ist bereits bewusstgewordenes

Bewusstsein und nicht mehr tätiges Bewusstsein.

Das wahre tätige Bewusstsein bzw. die wahre Anschauung verändern sich nicht durch fortlaufende Fundierung

des Aktes, vielmehr ist der Akt umgekehrt im tätigen Bewusstsein fundiert. “ (S. 107) Ich zitiere diesen

Zusammenhang, weil darin schon anklingt, was Nishida im Sinn hat, wenn er von „handelnder Anschauung“ sowie

von einer „ Logik des Ortes “ spricht, was wiederum ein Verständnis von „ Bewusstsein “, sprich von „ tätigem

Bewusstsein“ erfordert, welches in der sog. „Bewusstseinsphilosophie“ kein Thema war und auch nicht sein konnte.

Nishidspricht daher auch schon von einem „ Bewusstseinsfeld “ (wie spätere Phänomenologen auch und zuvor

schon W. James), aber er interpretiert dieses mehr als ein „Kraftfeld“, wovon her etwas zu dem erst wird, als was es

sich sodann wahrnehmen und auch anderes, ein Gegenüber, ein Gegenstand und dergleichen wahrnehmen kann.

Die unmittelbare Nähe zwischen Anschauung (chokkan) und Intuition (chokaku) sieht Nishida daher in der Sache

begründet, was besagen will, dass mit beiden ‒ Nishida hält sie m.W. kaum auseinander ‒ ein unmittelbares und

doch zugleich umfassendes und vollständiges Er-fassen einer Sache, eines Gegenstandes ineins mit der gesamten
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Horizont, besser gesagt, der gesamten Dimension statthat, die gleichsam erst aneinander sich geben, d. h.

auseinander hervortreten, besser, hervorgehen.

Nishida nennt dies auch das „unmittelbare Erlebnis“, „reine Erfahrung“, ohne welche gar keine Anschauung als

Anschauung und keine Reflexion als Reflexion möglich wären, die beide selbst erst ein Reflex auf dieses Geschehen

sind, was dieses wiederum auseinandertreten lässt, meinend dies sei die Ausgangslage. Nishida, so mein

Leseverständnis, zielt auf jene Dimension, welche diesseits der Differenz von Anschauung und Reflexion, diesseits

von Erfahrung und Denken ansetzt, weshalb er eine Blickwendung vornimmt, in der ein Wirklichkeitsgeschehen

zum Vorschein kommt, das nicht nur vorreflexiven Charakter hat, sondern das vor jeglicher

Subjekt-Objekt-Konstellation ansetzt. „In der unmittelbaren Erfahrung des eigenen Bewußtseinszustands gibt es

noch kein Subjekt und kein Objekt. Die Erkenntnis und ihr Gegenstand sind völlig eins: Das ist die reinste Form der

Erfahrung. “ (Nishida, Über das Gute, 1990, 29) Nishidas vielfältige Phänomenbeschreibungen, wie etwa des

„Musizierens“, des „Kletterns“, auch der „Mathematik“ zielen auf einen solchen vorgängigen Erfahrungsprozess,

der ihn von einer Wahrnehmungskontinuität“ (ebd. 32) sprechen lässt, der jenseits von Anstrengung und Übung,

von Aktivität und Passivität statthat.

Das heißt näher besehen, dass mit und in jeder Konkretion (auch konkreter Handlung) das jeweils Ganze einer

Dimension sich öffnet, so dass man von einem sich gegenseitig erbringenden, ja einem sich gegenseitig

hervorbringenden Eröffnungsgeschehen von konkreter Handlung und (allgemeiner) Dimension, sprechen kann.

Nicht von ungefähr wird ein späterer Text von Nishida „Vom Wirkenden zum Sehenden“ (Nishida 1927, NKZ 4)

heißen, worin dies näher zum Thema gemacht wird. Diese Konstellation könnte auch auf die Problemstellung der

konkreten Erfahrung der Farbe Rot angewendet werden, woran Nishida anhand des Topos „Ort-Worin“ zeigen

möchte, dass und wie ein „ Sich-in-sich-selbst-Spiegeln “ dieser soeben beschriebenen Konstellation stattfindet

(vgl. „Ort“, 87 ff.), und dies als vorgängig jedweder Farbempfindung und jedwedem Farburteil, da auch noch das

„Bewusstsein“ als „darin befindlich“ zu verorten ist.

Ließen sich, so möchte ich nun fragen, diese Sachverhalte mit Husserls Ansatz des „ Urbewusstseins “, der

„genetischen Phänomenologie “ usw. in ein wechselseitig konstruktives Verhältnis setzen ? Vielleicht mit der

Betonung darauf, dass Husserl gleichsam zurückging in die Tiefenschichten vorintentionaler und vorprädikativer

„Bewusstheit“, wie sie in der „passiven Synthesis“ wie auch in der „Lebenswelt“ ‒ frage zum Tragen kommen,

während Nishida gewissermaßen umgekehrt von den Tiefenschichten ausgehend zeigen möchte, wie es zum

„Bewusstsein“ als einem „Selbstgewahren“ auf unterschiedlichen Ebenen kommt ? Gewiss ‒ und dies wäre zu

bedenken ‒ würde ein solcher Vergleich immer hinken, da schon die einzelnen Bausteine des jeweiligen Denkens

andere sind und auch auf anderem Boden aufruhen.

3) Nishidas vielbemühter Topos des „(absoluten) Nichts“ , der in der Tat für sein Denken leitend sein wird,

untersteht keiner „Negation“, da eine solche ja stets einer Voraussetzung bedürfte, von woher negiert werden kann

‒ „Das wahre Nichts ist jedoch nicht dieses gegensätzliche Nichts, sondern das, was Sein und Nichts in sich umfasst.

Selbst das Nichts, das alles Sein negiert, ist, insoweit es ein gegensätzliches Nichts ist, noch eine Art Sein. [...] Der

wahre Ort des Nichts übersteigt in jedem Sinne den Gegensatz von Sein und Nichts und lässt Sein und Nichts in

seinem Inneren (kursiv G.S.) entstehen.“ („Ort“, 83) Es scheint mir eine der Herausforderungen des Nishidaʼschen

Denkens darin zu liegen, den Terminus „Negation“ weder negativ noch privativ noch „dialektisch“ zu denken, was

gewohnte Denkbahnen gewiss kaum die Kurve kriegen lässt. „Die wahre Negation ist die Negation der Negation.

Wäre es nicht so, gäbe es keinen Unterschied zwischen dem Bewusstsein überhaupt und dem Unbewussten, und der

Sinn von Bewusstsein würde verschwinden.“ (S. 84)

Unterscheidet sich der gewiss mit der buddhistischen Tradition der Leerheit (sûnyatâ) verbundene Topos des

„absoluten Nichts“, so wäre zu fragen, nicht in grundlegender Weise von einem westlichen Denken, das diesen
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Topos nicht kennt, zumal Nishida hiermit keine wie auch immer angesetzte jenseitige Welt intendiert, sondern

das „Ungründige“ des Diesseits selbst „anspricht“, das schlechterdings nicht objektiviert werden kann, da es als

eine Art Quellpunkt allen Geschehens, auch der geschichtlichen Wirklichkeit, fungiert ? Der späte Nishida wird

dieses Geschehen daher auch als „ diskontinuierliche Kontinuität“ bezeichnen, die nie nicht statthat, sondern

zusammenführend gesagt als „Bestimmung ohne Bestimmendes“ alle Momente so aneinander sich konstellieren

lässt, dass sie „ausdruckshaft“, und dies verbindet Nishida mit einem „schöpferischen“ Impetus, zum Vorschein

kommen.

Mir scheint daher auch Uedas angeführte Nishida-Interpretation eher dieser Schiene als jener von Husserl zu

folgen. Liegen zudem Uedaʼs Interpretationen hier nicht näher bei Heidegger, wenn er ein „Selbst“ zum Thema

macht, welches zwar nicht wie Heidegger das „Ich“ als abkünftigen Modus des „Selbst“ ansetzt, sondern von die

„Ur-Erfahrung “ als einem „ selbstlosen Selbst “ spricht, welches in seiner „ Doppelerschlossenheit “ von konkret

eingebundener Welt(haftigkeit) und „unendlicher Offenheit“ auf eine „ent-substantialisierende Dynamik in der

Weise des Nichts des Nichts“, das Ueda auch „unendliches Nichts“ nennt, zuläuft, genauer auf diesem „gründet“ ‒

mit Ueda müsste man wohl genauer sagen „ un-gründet “ ? (Vgl. hierzu Ueda, „ Wer und was bin ich ?

Phänomenologie des Selbst in der Perspektive des Zen-Buddhismus “, in: ders. München/Freiburg 2011, S.

193-215) Trotzdem, und dies sei betont, verweisen Yamaguchis Darlegungen zu Husserls „passiver Synthesis“/

„pasiver und fungierender Intentionalität“/“Intersubjektivität“ u.a. (vgl. S. 7f.) auf eine wesentlich größere Nähe

zwischen diesem Husserl und ostasiatischem/japanischem Denken, als man dies für gewöhnlich ansieht, was im

Übrigen bis in die Frage der „ Übung “ und der „ Praxis “ vorweist, was auch durch die differenzierende

Gegenüberstellung von T. Izutsu und Merleau-Ponty im Zusammenhang von Mahayana-Buddhismus

(„Entdinglichung“, „Entsubjektivierung“, „Leere“, „Nichts“) und Phänomenologie („diesseits“ der „objektiven Welt

“, vor-prädikative Sicht usw.) bestärkt wird.

4) Denken nicht beide, Nishida wie Ueda, von jenem „ Zwischen “ her, das selbst nicht wiederum „ etwas

(dazwischen) “ meint, sondern eine Dimension anspricht, wovon her etwa die ansonsten gegenübergestellten

Parameter wie Subjekt-Objekt, Individuum/Person ‒ Gemeinschaft/Gesellschaft, Selbst-Welt, Sein-Nichts usw.

ihre jeweils möglichen Zuordnungen erfahren ? Denkt, so wäre weiter zu fragen, Nishida vom „Individuum aus“,

wie es mit Bezug auf Ueda heißt, oder würde man mit Ohashi nicht eher sagen wollen, dass Nishida gerade „von der

Welt her“ ansetzt, wobei „Welt“ als ein „Modus“ von „Ort“ im Sinne eines Eröffnungsgeschehens verstanden wird,

aus dem und von dem her sich etwas, d.h. überhaupt etwas entfaltet ?

5) Ueda nimmt zwar Bezug auf Bubers „ Ich-Du-Beziehung “, um daran die Problematik eines allem

zugrundeliegenden „ Ich “ kritisch aufzuweisen, aber er zielt damit doch auf eine anders gelagerte, vor dem

Hintergrund des (Zen)buddhismus erst ersichtlich werdende „Begegnung“ (nicht „Beziehung“ !), die sich vom

„Zwischen“ her versteht, einem, wie Ueda sagt, „un-gründige(n) Zwischen auf Un-grund des absoluten Nichts.“

(ebd. S. 211) Nishida wiederum hat in einem einführenden Text zu seiner Studie „Die selbstbewusste Bestimmung

des Nichts“ von 1932 das „Ich und Du“, wie es dort im 8. Kapitel ausgeführt wird, wie folgt beschrieben: „Indem ich

Dich als Dich sehe, bin Ich Ich und indem Du Mich als Mich siehst, bist Du Du. Im Grunde des Ausdrucks muss der

Sinn liegen“, der uns nicht etwa zu ein und demselben machte, sondern gerade durch die „absolute Verneinung

miteinander verbunden “ sein und darin als „ Ich und Du “ erstehen lässt. (vgl. Nishida, Logik des Ortes, S. 49)

Gewiss, auch hier ließe sich sagen, dass Ueda in seinen Analysen stärker eine phänomenologisch instruierte Genese

im Blick hat, als dies bei Nishida der Fall ist, was wiederum einen Dialog mit dem späteren Husserl in der Tat

sinnvoll macht.

Dennoch bliebe die Frage, ob sowohl Husserls „Intersubjektivitätskonzept“ als auch Bubers auf ein „ewiges Du“

zusteuernde „Ich-Du-Beziehung“ sowohl von der Sache her, also auch in Bezug auf die Frage der Konstellation

zwischen „Anschauung und Reflexion“, als auch vor dem Hintergrund kulturell wie religiöser Legierungen nicht
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doch weiter auseinanderliegen als es Yamaguchiʼs Text zu suggerieren scheint ? Desweiteren bliebe zu fragen, ob

der Einwand zutrifft, mit Nishida könne keine über ein „ Ich-Es-Verhältnis “ zu erbringende gesellschaftliche

Relevanz oder gar Institutionalisierung gedacht und entwickelt werden ? Schon Nishidas „Ich-Du“-Analyse läuft

mit innerer Konsequenz genau auf eine solche zu, wenn es u.a. heißt: „Das wahre Selbstbewusstsein , das in sich

selbst den absolut Anderen sieht, muss gesellschaftlich sein. [...] Daher kann Ich durch die Resonanz meines

persönlichen Handelns Dich wissen, und Du kannst durch die Resonanz deines persönlichen Handelns Mich wissen.

[...] In einer derartigen Handlung berühren Ich und Du einander (aifureru), d.h., durch die Antwort von Handlung

und Handlung wissen Ich und Du einander (aishiru)“ (ebd. S. 178).

Der späte Nishida hat gar, auch angeregt von Tanabe, einen „ schöpferischen Weltbegriff “ zu entwickeln

versucht, der sowohl die „gesellschaftliche“ wie die „geschichtliche Welt“ als ‒ so sein Terminus technicus ‒ „in

absolut widersprüchlicher Selbstidentität “ aus sich hervorgehend aufzeigt. (Vgl. etwa „ Ortlogik und religiöse

Weltanschauung “, 1945) Und gerade in dieser profunden Studie wird besonders deutlich, was Nishida mit

„handelnder Anschauung “ meint: „ Wissen bedeutet, dass das Ich sich selbst übersteigt und aus sich selbst

heraustritt. Dies bedeutet umgekehrt, dass die Dinge zum Ich werden und uns selber bestimmen. Die Tätigkeit des

Wissens entsteht (kursiv, G.S.) in der widersprüchlichen Selbstidentität von Wissendem und Gewusstem. Auch das

Unbewusste und der Trieb sind bereits solche Akte. Genau dies nenne ich „handelnde Anschauung“. Im innersten

Grund unseres Selbstbewusstseins liegt etwas, das uns selbst übersteigt. Je tiefer es sich selber weiß und gewahrt,

um so mehr übersteigt es sich.

Wir selbst sind von dort aus tätig in der Immanenz, die zugleich Transzendenz ist, und in der Transzendenz, die

zugleich Immanenz ist, d.h. in widersprüchlicher Selbstidentität. [...] In ihr, (der handelnden Anschauung), sieht

man die Dinge vom Standpunkt des Selbst (jiko) aus, in dem das bewusste Ich (ishikiteki jiko) überstiegen ist. [...]

Es handelt sich dabei um die selbstgewahrende (kursiv, G.S.) Ebene des Selbst (jiko)“ (ebd. S. 243). Ohne dies hier

eigens explizieren zu können, müsste man noch ergänzen, dass die „handelnde Anschauung“ (kôiteki chokkan)

entgegen einer bloß „ intellektuellen Anschauung “ durch und durch leiblich nicht nur verankert, sondern

„bestimmt“ ist.

6) Würde, so meine Schlussfrage, eine interkulturelle Phänomenologie ‒ und ich würde deren Bedeutung und

Tragfähigkeit für eine interkulturelle Philosophie äußerst hoch einschätzen wollen ‒ nicht gerade dadurch

bereichert und entfaltet werden, wenn die paradigmatisch hier verhandelten Ansätze und Konzeptionen so

miteinander ins Gespräch gebracht würden, dass sie sich wechselseitig herausfordern und darin gegenseitig

erhellen, ohne dabei von irgendeiner der Seiten dominiert zu werden, sondern, im Gegenteil, aneinander wachsend

jeweils tiefer in ihre „Gründe“ und „Un-gründe“ gelangten ? Diese gewiss noch offene, weil zukunftsorientierte

These sehe ich auch in den Analysen von Yamaguchi angelegt.

II. zu: Akinobu KURODA, „Handelnde Anschauung und Selbstgewahrnis ‒ Das Fundament

der Methode der Naturwissenschaft und die Methode der Philosophie“

Mit Bezug auf die Arbeiten des späten Nishida unternimmt Herr Kuroda den Versuch Zusammenhänge und

Unterscheidungen zwischen der „ Methode der Naturwissenschaft “ und der „ Methode der Philosophie “

herauszuarbeiten. Diese macht er an den beiden Grundtopoi der „ Handelnden Anschauung “, die das

naturwissenschaftliche Paradigma fundieren soll, und der „ Selbstgewahrnis “, die das philosophische

Selbstverständnis grundieren soll, fest. Insofern diese beiden Topoi für Nishidas Denken selbst von größter

Bedeutung, ja von so grundsätzlicher Natur sind, dass sie von der Sache her oftmals „ dasselbe “ zu besagen

scheinen, ist man gespannt, worin der Autor die Differenz bzw. Abhängigkeit zwischen naturwissenschaftlicher

und philosophischer „ Methode “ ausmacht. Sein Vorschlag, die jeweiligen Zugangsweisen hierfür mit einem
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„poietischen Selbst “ für das naturwissenschaftliche Denken zum einen und einem „ kreativen Selbst “ für das

philosophische Denken zum anderen zu kennzeichnen, scheint auf den ersten Blick eine große Nähe von beiden zu

suggerieren, auf der anderen Seite erscheint die Grenzziehung zwischen beiden doch einschneidend zu sein: Um es

mit Kuroda paraphrasierend zu sagen, „drückt sich die Naturwissenschaft selbst durch Vergegenständlichung

aus“, allerdings immer unter der Maßgabe eines „urtümlich gegebenen Verhältnisses von unserem Selbst zur Welt

“, während „dagegen die Philosophie (als) der Selbstausdruck der Welt selbst verstanden wird, „die von unserem

die Selbstgewahrnis der Welt ausdrückenden Selbst eröffnet wird. “ (Textbezug S. 8) Ungefähr von dieser

Gesamtrahmung her verstehe ich Herrn Kurodas Interpretation und möchte im Folgenden einige auf seinen Text

bezogene Fragen stellen:

1) Nishida spricht davon, dass es sich in seiner Philosophie „um ein einziges Kernproblem gehandelt“ habe,

nämlich jenes „des Lebens“ überhaupt. (vgl. Nishida, Vorwort zu NKZ 9, Philosophische Aufsätze III, 1939, dt. in:

„Logik des Ortes“ 1999, S. 66), welches er auf seinem gesamten Denkweg auf vielfältige Weise befragt und immer

tieferschürfend vorgehend zu beantworten versucht habe. Um dieser Herausforderung adäquat zu begegnen,

erschien es ihm unabdingbar, sich hierfür auch und vor allem philosophischen, d. h. auch systematischen und

begrifflichen Beistand aus der großen Denktradition der westlichen Hemisphäre zu holen. Gibt es nun aber nicht,

so meine erste Frage, ‒ und dies gerade aufgrund seiner Auseinandersetzungen mit diesen Denkern ‒ größere

Reibungsflächen zwischen Nishidas Versuch einer „Engführung“ zwischen Naturwissenschaft und Philosophie (sh.

Zusammenhang zwischen „ poietischem Selbst “ und „ kreativem Selbst “) und jenem auf sog. Objektivität und

quantitative Messbarkeit setzenden Verständnis, welches für das westliche Denken spätestens mit Descartes

beginnt und bis heute (sh. Bio-, Kognitionswissenschaften usw.) scheinbar ungebrochen anhält ? Ist das

Verständnis von „Welt“, um es anders zu formulieren, bei Nishida, und dies auch bezüglich der Naturwissenschaft

(sh. Zusammenhang mit „ handelnder Anschauung “), nicht gänzlich anders angesetzt als jener in den

Naturwissenschaften nach wie vor verbreitete „Objektivitätsglaube“, der um mit Husserl zu sprechen, nicht nur

einem positivistischen und psychologistischen, sog. „ realistischen “ Weltbild (Geradeaus-Einstellung) aufsitzt,

sondern damit einhergehend auch seine methodische Zugangsweise der „Subjektrelativität“ preisgegeben hat ?

Oder mit Nishida fokussierend, was Herr Kuroda ebenfalls zitiert: „ Die handelnde Anschauung ‚ besagt den

Standpunkt des extrem wirklichen Wissens. Sie besagt die Basis für alles empirische Wissen. (Aber) die handelnde

Anschauung selbst ist kein Wissen.ʼ Sie ist weder der Ausgangspunkt aller Erkenntnisse noch das unmittelbare

Fundament des Wissens. Sie ist durch die Entfaltung der Erkenntnisse als die unmittelbare Auffassung der Welt

am Werk. “ (S. 3) Welcher Naturwissenschaftler würde hier gerade von seinem Grundverständnis als

Naturwissenschaftler her zustimmen können ?

Insgesamt: Von welchem „Selbst“, von welcher „Welt“ spricht Nishida ? Und wie verhält sich dies zum „Ich

“-Verständnis, auch zum transzendentalen Subjektivitätsverständnis und deren „ Weltbegriff “ ? Was gewinnt

Nishida für sein „Kernproblem“, wenn er sich des europäisch-westlichen Denkens versichert ?

2) Herr Kuroda unterscheidet sehr nachvollziehbar zwischen „handelnder Anschauung“ und „Selbstgewahrnis“,

wobei er mit Nishida ersteres als auf letzterem aufruhend beschreibt. In diesem Sinne könnte man auch sagen, dass

die Naturwissenschaften neuzeitlich-westlicher Prägung selbst auf der Philosophie basieren, ja sich von Anfang an

als philosophisches Grundproblem etabliert haben, aber im Verlauf ihrer Geschichte sich doch verselbstständigt

und ein sozusagen gegenphilosophisches Programm etabliert haben. Anders gesagt: Kann „Philosophie“ sowohl bei

Nishida wie bei den westlichen Denkern noch unter der Zugangsweise der „ Methode “ gefasst werden, oder

verlangt das „philosophische Fragen“ nicht eine Grenzziehung zwischen „Wissenschaft“ und „Philosophie“ mit der

Konsequenz, dass Wissenschaft von der Philosophie her und nicht Philosophie von der Wissenschaft her zum
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Thema gemacht werden muss ? Daran arbeiteten schon der spätere Husserl, Heidegger von Anfang an, und viele

andere mehr, und wie mir scheint, lag darin auch das Hauptinteresse von Nishida. Würde dann nicht die „Methode“

vom „Weg“ abgelöst werden, wenn damit gesagt sein will, dass mit der „Methode“ der Zugang auf eine Sache die

Sache selbst schon vorausgesetzt und irgendwie vorverstanden ist, indessen der „Weg“ zeigen möchte, wie beide

erst auseinander hervorgehen, dass also, um dies mit einer altehrwürdigen ostasiatischen Denkfigur zu sagen, der

Boden, auf dem man geht, allererst mit dem Gehen entsteht, und somit auch der Gehende und die Sache („Realität“

etc.), auf die man zugehen möchte ? (Vgl. Kuroda: „Diesen Prozess selber zu schreiten, das ist nichts anderes als

die Methode, im Sinne des ,Weg Gehensʼ, der Philosophie.“ (S. 9)

3) Deutlich wird dies etwa beim Gebrauch des Terminus „Figur“. Kuroda betont wie folgt: „Die Figur bedeutet

bei Nishida, was alle Artikulation der Wirklichkeit konstituiert. (Eine) solche Artikulation wird nicht von dem

transzendentalen Subjekt konstituiert, vielmehr innerhalb der Wirklichkeit selbst aufgefasst. Die Figur wird von

dem handelnden Leib, der sich selbst seine Figur in der artikulierten Welt gibt, durchlebt.“ (Fussnote 3, S. 2)

„Figur“, so wie hier ihr Begriff aufgefasst wird, scheint dem Gestaltbegriff nahe zu stehen, der wiederum so etwas

wie eine vorgängige Konstitutionsarbeit, ja Selbstgestaltungsweise von „Form“ und „Inhalt“ thematisiert. Daher

können auch „die Dinge, die durch die handelnde Anschauung ‒ (durch die wiederum Subjekt und Gegenstand

überhaupt erst „artikuliert“ werden) ‒ unmittelbar aufgefasst sind, die „Figur“ der handelnden Anschauung in der

Welt darstellen. “ (S. 2) Zwei Fragen hierzu: Ist der Begriff der „ Figur “ durch das naturwissenschaftliche

Paradigma abgedeckt, oder müsste man nicht mit Nishida ‒ im Übrigen auch ein vergessenes Erbe der

Renaissance-Zeit-Kunst (geijutsu) und Wissenschaft (kagaku) wieder näher zusammenrücken lassen, um zu

sehen, dass sie beide „als widersprüchliche Selbstidentität (von Schaffendem und Geschaffenem) zugleich in der

Weise der handelnden Anschauung (entstehen){?}“ (Nishida, NKZ 10, Vorwort 1941, Logik des Ortes, S. 67)

Wenn, wie Nishida betont, nicht nur die Kunst, sondern „ auch die naturwissenschaftliche Erkenntnis als

Ausdruck der Selbstgestaltung der geschichtlichen Welt“ (ebd.) verstanden werden kann, ja muss, worin Subjekt

wie Objekt/Gegenstand selbst als Mitgestaltete hervorgehen und nicht etwa als Voraussetzungspole für

Gestaltungsmöglichkeiten unterstellt werden, ist dann von Nishida her nicht ein anderes Grundverständnis von

Naturwissenschaft angezeigt, wie es sich in der Tat in einem „poietischen Selbstgestaltungsprozess“ handelnder

Anschauung ankündigt ? Die Ausführungen von Herrn Kuroda scheinen dem zu entsprechen, wenn es auf Seite 5

heißt: „Durch die handelnde Anschauung versteht die Welt sich selbst, drückt sich aus und gibt sich selbst, in sich

selbst die Figur, nämlich die Figur der Konstitutionsgestalt.“

4) In Kap. 1.3. „Die handelnde Anschauung als Akt der Selbstbildung des Mensch-Seins“ (S. 4) wird zum einen

auf „unseren handelnden“ und darin zugleich „geschichtlichen Leib“ als „Zentrum der dynamischen und kreativen

Konstitutionsgestalt“ hingewiesen, was näherhin meint, dass „unser handelnder Leib das Hervorgebrachte und

gleichzeitig das Hervorbringende (ist) “, mit der Besonderheit, dass mit diesem unseren handelnden Leib „ die

Umwandlung vom Hervorgebrachten zum Hervorbringenden (entsteht), die von der (bloßen) Wiederholung (der

anderen Lebewesen) zur Kreation inmitten der Welt (führt). “ (S. 5) Nishida zitierend, „ (d) ie handelnde

Anschauung ist der Prozess des poietischen Selbst“ (S. 5) folgert Herr Kuroda daraus, dass „unser poietisches

Selbst die unauswechselbare Tatsache in dem Sinne ist, dass sich unser geschichtlicher Leib, jetzt und hier, in der

Welt der geschichtlichen Wirklichkeit, auf individuelle Weise bestimmt. “ (ebd.) Wie aber kommt es zu dieser

Individualität, wenn bei Nishida doch alles so in einer „widersprüchlichen Selbstidentität“ (mujunteki jikodôitsu)

über den Gang „ diskontinuierlicher Kontinuität “ (hirenzoku no renzoku) entwickelt wird und zum Ausdruck

seiner selbst gelangt ? Und woher die Kreativität ? Woher das „kreative Selbst“ ? : Ist dies bei Nishida nicht

gerade „diesseits“ jeglichen Individualbegriffs angesetzt, insofern diesem keine vorrangige Fundamentstellung
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beigestellt wird (à la Leibniz oder Humboldt)?

5) Ist Nishidas Verständnis der „Selbstgewahrnis“ resp. des „Selbstgewahrens“ , worin ja die „widersprüchliche

Selbst-bestimmung“, man könnte sagen, allen Geschehens zum Ausdruck kommt, mit Leibnizʼ perspektivischem

Blick bzw. der wechselseitigen Spiegelung gleichzusetzen? Zwei Anfragen hierzu: Auch wenn Nishida bei Leibniz

fündig geworden ist, so bliebe doch zu fragen, ob Nishidas Denkfiguren etwa des „negierenden Nichts“ (hiteiteki

mu), des „ Nichtsallgemeinen “ (mu no ippansha), der schöpferischen Tätigkeit (sôzô sayô) u. a. von der

Gesamtsystematik her ein anderes Feld bespielt als Leibniz, zumal dieser strictissime zwischen der oder besser

seiner „Phänomenologie“, von wo aus auch die Naturwissenschaften bedient werden, und der monadisch, sprich

fensterlos verfassten Metaphysik, unterschieden hat. Taucht nicht hinter, nein besser in den Analysen von Nishida

‒ sh. Zusammenhang S. 6ff. ‒ bezüglich der „vollständigen Verwirklichung des Selbstgewahrnisʼ [...] in unserem

individuellen Selbst“, wo von her wiederum die Welt bestimmt wird und umgekehrt - eine andere Weltsicht als die

christliche Metaphysik á la Leibniz auf ? Und würde man diese nicht eher mit einem (zen) buddhistischen

Grundverständnis in Einklang bringen wollen, wo bsw. nicht von einer Zentralmonade, wie immer man diese

zuschreiben möchte, die Rede ist, der zudem bei Leibniz alleine das schöpferische Prinzip zugesprochen wird ?

6) a)Eine gewisse von Herrn Kuroda vorgenommene Nachrangigkeit oder Abhängigkeit des „poietischen Selbst“

vom „kreativen Selbst“ leuchtet ein, zumal damit ja die Naturwissenschaft im Verhältnis zur Philosophie markiert

werden. Wie stünde hierzu die aristotelische Unterscheidung von „ poieses “ und „ praxis “, wo der

naturwissenschaftliche Ansatz, jedenfalls neuzeitlich gesehen, noch nicht gefunden war ?

b) Wenn die Naturwissenschaft „ihren Ursprung in der wechselseitigen Beziehung zwischen unserem Selbst

und der Welt in der Selbstgewahrnis (hat), andererseits die Philosophie von der Selbstgewahrnis der Welt, nämlich

von der unmittelbaren Auffassung des Verhältnisses von sich selbst zu sich selbst (anfängt)“, wenn also „die

Naturwissenschaft sich selbst durch die Vergegenständlichung (kursiv, G. S.) des urtümlich gegebenen

Verhältnisses von unserem Selbst zur Welt ausdrückt, (d)ie Philosophie dagegen der Selbstausdruck der Welt

selbst (ist) (kursiv, G.S.), die von unserem die Selbstgewahrnis der Welt ausdrückenden Selbst eröffnet wird“ (S.

8), so könnte sich folgende Frage stellen: Ist in den Analysen zur „ Selbstgewahrnis “ ‒ hier als Bereich der

„Philosophie“ markiert ‒ nicht schon mitaufgenommen, also die Welt, die Gegenstände, Figuren etc, wonach die

Naturwissenschaft erst fragen will ? Und wie verhielten sich dann „Selbstgewahrnis“ und „handelnde Anschauung“,

gerade wenn letztere doch ein eminent philosophisch, nicht etwa naturwissenschaftlich aufgeladener Begriff ist ?

7) Im Zusammenhang der Stelle, die ich eingangs zitiert hatte, und an der Nishida von seinem „ einzigen

Kernproblem“ spricht, fährt Nishida folgendermaßen fort, und ich möchte anhand dieses Zitates zugleich die Frage

stellen, wie Sie Nishidas offenkundig interkulturell angelegtes Konzept einschätzen würden: „Im gegenwärtigen

geschichtlichen Zeitalter {dies wurde schon 1939 geschrieben}, d.h. in einem Zeitalter, in dem wir insbesondere mit

den anderen (Kulturen) konfrontiert sind, müssen wir auf die Kultur unserer Vorfahren zurückblicken, und ich

sehe die Notwendigkeit, zu einer höchst ursprünglichen Sicht- und Denkweise zurückzukehren, um sie denkerisch

zu erfassen.“ (Nishida, NKZ 9, in: Logik des Ortes, S. 66)

III. zu: Jocelyn Benoist, „Einige Reflexionen zur ‚Surreflexionʻ“

Herr Benoist stellt sich die berechtigte Frage, ob die Polarität, ja Trennung zwischen „Intuition“ und „Reflexion“

nicht überholt ist, gerade wenn dies im Zusammenhang „philosophische Methodik“ diskutiert wird. Sind nicht viel

mehr die beiden Ebenen und Begrifflichkeiten sozusagen von Anfang an miteinander verschweißt, auch wenn es
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gute Gründe geben mag, jeweils eine der anderen zum bevorzugten Thema oder gar zum Ausgangspunkt für die

jeweils andere Seite zu machen ? Wenn ich die Gedankenführung von Herrn Benoist recht verstehe, so möchte er

einerseits die basis-methodischen Einsichten von Husserl aufrechterhalten, diese aber zugleich hinsichtlich

bestimmter idealistischer und „metaphysischer“ Restbestände kritisch bedenken.

Andererseits macht er mit Rückgriff auf den späten Merleau-Ponty anhand dessen Terminus der „Surreflexion“

auf eine kritische Einstiegsstelle bezüglich Husserls Konzepts aufmerksam, ‒ dem er diese Trennung zwar nicht

mehr zuschreiben würde, so doch subkutan in gewisser Weise noch zu unterstellen scheint ‒, indem diese obsolet

gewordene Trennung zwischen Intuition und Reflexion auf die Ebene einer „Reflexion der Reflexion“ , wie es bei

Merleau-Ponty heißt, hin verlagert wird. Sieht er dadurch mit MP einerseits einen Gewinn dahingehend, dass „die

Unmittelbarkeit als solche weiterbestehen “ kann, indem die „ existentielle Dimension “ jenseits ihrer bloßen

„Intellektualisierung“ bestehen bleibt, so kommt er doch zu dem Schluss, dass Merleau-Pontys Denkansatz „falsch“

läge, insofern damit die einmal gemachte Trennung zwar überwunden werden soll, aber darin doch immer schon

als zu überwindende vorausgesetzt bleibt. (vg. S. 5) Mit Merleau-Pontys „ Verdopplung des Konzepts der

Reflexion“, also einem erneuten „über“ über das mit der Reflexion einhergehenden „über.. etwas“ etc. wird zwar ein

in gewisser Weise konsequenter Weg im Ausgang von Husserl beschritten, gleichwohl ‒ und dies scheint mir die

reflexive und interpretatorische Ausgangslage der Überlegungen von Herrn Benoist zu sein ‒ erweist sich die

phänomenologische Zugansgweise insgesamt als zu einseitig und in gewissem Sinn als überholt.

Ohne direkt eingeführt zu werden ‒ warum eigentlich nicht ?‒, schieben sich Argumentationslinien analytischer

Philosophie in den Vordergrund, sei dies anhand der Lesart „grammatikalischer“ Zuschreibungen (analytische

Sprachphilosophie) auf der einen oder auch erlebnispsychologischer Konstellationen und daraus abgeleiteter

logifizierender Figurationen im Ausgang etwa von Brentano und anderen auf der anderen Seite. Die

grundsätzliche Frage, die sich dadurch in den Vordergrund drängt, bestünde dann etwa darin, ob „Phänomenologie“

überhaupt noch etwas „leistet“, oder ob das Verständnis von Phänomenologie, wie es hier skizziert erscheint, deren

eigentliche Anliegen in entscheidenden Punkten unterminiert ?

Anfragen:

1) Ich habe den Titel der Tagung „ Anschauung und Reflexion ‒ Methodische Fragen der interkulturellen

Philosophie“ nicht darauf hin verstanden, dass zwischen Anschauung und Reflexion ein erkenntnistheoretischer

Hiatus proklamiert würde, den es zu überwinden gälte. Gewiss, insoweit Nishidaʼ s Konzeption im Rahmen

interkultureller Anfragen ebenfalls thematisiert wird, müsste man in Rechnung stellen, dass bei Nishida selbst

oftmals nicht trennscharf zwischen Anschauung (chokkan) und Intuition (chokkaku) unterschieden wird,

allerdings wird mit dem Terminus „handelnde Anschauung“ (kôiteki chokkan) beim späteren Nishida zunehmend

deutlicher, dass hiermit weder „ Anschauung “ noch „ Intuition “, wie diese im westlichen Philosophiekontext

verstanden werden, gemeint sind. Nun bezieht sich Herr Benoist ja nicht auf Nishida oder sonstiger interkulturell

relevanter Philosophie, indes das leitende Interesse der Tagung schon aufgrund ihres Titels darauf gerichtet ist,

inwiefern und auf welche Weise die phänomenologische Forschungsarbeit im Ausgang von Husserl anhand des

„Begriff“-Scharniers „Anschauung und Reflexion“ ‒ spätestens mit Kant war ja klar geworden, dass Anschauung

deshalb Anschauung ist, weil sie kein Begriff ist ‒ interkulturelle Relevanz hat oder haben könnte.

Nun legte der frühere Husserl enormen Wert auf die Unterscheidung zwischen „empirischer“ und „kategorialer

Anschauung“, was im weiteren nach seinem Schritt zur transzendental grundierten Phänomenologie Termini wie

„Sehen“, „Evidenz“, „Einsicht“, „Einstellung“ wiederum in einer fundierenderen Weise zum Vorschein kommen

ließ. So wird durch Husserls Entdeckung des „ Korrelationsapriori “ zwischen Noesis und Noema, zwischen

Bewusstseinsweise und Gegebenheitsweise überhaupt erst deutlich, was unter „ Phänomen “ „ gesehen “ und
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verstanden wird, insofern dieses aufgrund des „Epoché-Übens“ allererst hinsichtlich des methodischen, niemals

voneinander zu trennenden Begriffpaares Intentionalität und Konstitution zum Tragen kommt. Anders gesagt:

Das von Herrn Benoist angenommene Abarbeiten an der „Polarität“ zwischen „gegebener Unmittelbarkeit der

Evidenz“ und einer „Form der Distanzierung“, die in der Reflexion und dem Gedanken zum Vorschein käme (vgl. S.

1f.), erscheint als eine Sichtweise, die in der Sache den Schritt zur phänomenologischen, genauerhin der

transzendentalphänomenologischen Einsicht Husserls noch nicht gemacht hat. Jedenfalls tauchen diese Basics

phänomenologischer Selbstverständigung in seinen Darlegungen nicht auf, auch nicht implizit, weshalb ich fragen

möchte, warum dies so ist ? Könnte es sein, dass ein zugegebenermaßen beim früheren Husserl der sog. „statischen

Phänomenologie“ feststellbare Gegenläufigkeit zwischen „Erlebnis“ hier und „Reflexion“ resp. Bewusstsein“ dort

gleichsam festgeschrieben wird und auf Diskurse aus der analytischen Philosophie appliziert wird, wonach bsw.

von Intuitionen als „beliefs“ ausgegangen wird, die wiederum auf ihre rational-logische Implikatur hin geprüft

werden, um eine begründete Rechtfertigung ihrerseits zu erhalten ?

2) Wie ist die Diskrepanz zu verstehen, wenn einerseits darauf verwiesen wird, dass „Erlebnisse selbst nicht

„gegebenʼ sein, sondern nur erlebt werden können“, andererseits „Erlebnisse nur durch den Akt der Reflexion als

„Gegenständeʼ wahrgenommen werden können ? (Vgl. S. 2) Hätte eine solche Unterscheidung, also jene zwischen

vorreflexiver und vorintentionaler auf der einen und reflexiver und intentionaler „Einstellung“ auf der anderen

Seite nicht genau jene Polarität wieder eingekauft, gegen die sie sich wendet ? Ist es nur ein „grammatikalisches

Problem“ (S. 3), wenn zwischen „Erlebnis erleben und es erfassen“ unterschieden wird, oder verbirgt sich darin

nicht genau dasjenige, was mit Husserl (sh. etwa „Fundamentalbetrachtung“ in Ideen I) als entscheidender Schritt

in die Phänomenologie gesehen werden kann: dass jede Bewusstseinsart ihre eigene Intention hat, und dass es

darauf ankommt, die jeweils darin ‒ wo sonst ? ‒ tätige Korrelation zwischen Subjektseite resp. Bewusstseinsweise

und Objektseite resp. Gegebenheitsweise zu beschreiben, und zwar so, dass darin das „Phänomen“, und darum geht

es, zum Aufscheinen gebracht, sprich evident werden kann. So gibt es nicht nur eine Intention, es gibt die

Wahrnehmungs-, die Wollens-, die Gefallens- usw. Intention, alles eigene Weisen des „Bewussthabens“ als solchem.

Erst wenn diese phänomenologische Aufspannung gleichsam in ihre psychologische und/oder ontische Disposition

zusammenschnurrt, modifizieren sich die unterschiedlichen Intentionen zu einer bloßen „Erfassungsintention“.

Diese wiederum hat zu ihrem korrelativen Pendant dasjenige, was man als „gegenständlich“ zuschreibt. Man hat

dann immer schon, da diese Intention sozusagen die einfachste und allfälligste zu sein scheint, verstanden, was

„Realität “ ist, weil deren Voraussetzung ja immer schon „ erfasst “ und daher niemals strittig sein kann. Alles

erstaunlich genug, auch der daraus folgende, oftmals bei Vertretern der analytischen Philosophie zu vernehmende

Vorwurf an Husserl, wonach er einen „metaphysischen Realismus“, gekoppelt an einen egologischen Idealismus,

vertrete. Dass man hierbei einfach einer wenngleich „ grandiosen “ Verwechslung auf den Leim geht, indem

„intentionales Objekt“ mit „erfasstem Objekt“ oder gar „realem Objekt“ identifiziert, erscheint dann nur noch

konsequent. Sehen Sie hierin, verehrter Herr Benoist, eine Problemstellung, oder würden Sie meinen, meine

Problemskizzierung trifft zwar einen Punkt, überbetont aber eine gewisse Frontstellung zwischen

Phänomenologie und Analytischer Philosophie, die es so gar nicht (mehr) gibt ?

3) Sie schreiben (in direktem Anschluss daran) S. 3: „ Dies bedeutet nicht, dass etwas dem Erlebnis in der

Reflexion entzogen wird. Es bleibt weiterhin das, was es ist. Das Erfassen des Erlebnisses ist durchweg verschieden

zum Erlebnis desselben: Es ist ein anderes Erlebnis, das durch und durch mit dem Vorhergegangenen verbunden

ist und dessen ‚ Erlebenʼ umfasst, in welchem dieses aber nicht erlebt wird. Es handelt sich um eine

Bewusstseinsveränderung, aus welcher ein eigenes Erlebnis entsteht.“ Offen gestanden, eine solche Analyse würde

man bei Husserl niemals finden. Ohne an dieser Stelle in die phänomenologische Detailanalyse einsteigen zu
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können, sei doch auf folgendes hingewiesen: Husserl hat in seinen umfassenden Zeitanalysen gezeigt, dass und wie

aufgrund die jedwede „ Gegenständlichkeit “ allererst konstituierende, gleichursprüngliche Trias von

„Urimpression, Retention und Protention“ insgleichen jedwedes Erleben, Wahrnehmen, Erfahren, auch Reflektieren

seitens des Subjektes als erlebendes, wahrnehmendes, erfahrendes und reflektierendes Subjekt erst (mit)

konstituiert ! Alle reflektierende Bezugnahme auf ein wie immer angesetztes vorgängiges Erlebnis käme da viel zu

spät, würde auch die genuinen Zeitanalysen Husserls gänzlich vernachlässigen. Mir scheint, dass in Ihren

Darlegungen der für Husserl entscheidend gewordene Ansatz einer „genetischen Phänomenologie“ ganz außen

vor bleibt, ganz zu schweigen von Husserls Analysen zur „passiven Synthesis“, die ja auch für Merleau-Ponty in

seinen leibphänomenologischen Analysen eine große Rolle spielen. Würden Sie zustimmen können, dass alleine

schon das beständige „Spiel“ zwischen Urimpression und Retention, mit all seinen „Verzweigungen“ von „Längs-

und Querintentionalität“, nicht einer Reflexion vorausgehen können, da sie allererst diese ermöglichen ? Und was

meint dann Ihre Rede von „Transparenz und Unmittelbarkeit“, wenn Sie „die Reflexion (als) nicht unmittelbar,

jedoch transparent qualifizieren“, als „grammatikalisch, also per Definition, transparent“ ? (S. 4) Wirt hiermit nicht

wieder der alte Dualismus von Erlebnis und Reflexion, im Übrigen auch von Denken und Sprache, wie von Sprache

und Welt resp. sog. Realität wieder vorausgesetzt, gerade wenn er „überwunden“ scheint ?

4) Sie führen Merleau-Pontys Ansatz der „Surreflexion“ „als kritische Methode zweiter Ordnung“ ein (S. 5f), um

damit zu argumentieren, dass Merleau-Ponty die „ Philosophie der Reflexion “ von Husserl „ korrigiert und

weiterverfolgt “ habe, „ anstatt sich von (ihr) abzuwenden “. „ Es handelt sich (bei MP) schlichtweg um eine

durchgehende Reflexion bis zum Ende.“ Hat, so möchte ich fragen, Merleau-Ponty ein solches Verständnis von

Reflexion, wie Sie es skizzieren, oder zielt sein Terminus der Surreflexion nicht auf eine, man könnte sagen, „innere

Reflexivität“ der Phänomengehalte selbst, wie dies etwa prominent in seinen Analysen des Chiasmus, des Fleisches,

der Ambiguität usw. aufgezeigt wird ? Wo bleibt bsw. der schon früh verwendete Ausdruck des „ Leibes “ in

seinem „Zur-Welt-sein“, wenn damit nicht weniger gesagt sein will, als die „fungierende“, d.h. vorbewusste und

vorreflexive Intentionalität zur Erfahrung und Sprache ihrer selbst zu bringen ? Mir scheinen Merleau-Pontys

Phänomenanalysen! ‒ das sind keine Theorien! ‒ hinsichtlich einer leibverankerten Vernunft ganz woanders

hinauslaufen zu wollen, als Sie dies ihm unterstellen, wenn die Rede einer „ Reflexion der Reflexion “ darin

kulminieren soll, ein bloßes Korrektiv „ in Bezug auf den Intellektualismus “ zu sein. „ Somit nährt sich die

Surreflexion aus dem Mythos der Reflexion als ‚Verlust der Unmittelbarkeitʼ“. (S. 6) Wird so angesetzt, dann

stimmt wohl der Befund, wonach MPs Analysen als Korrektur der Husserlschen nur verständlich wird, „wenn die

Solidarität, wie Husserl sie betrachtet, zwischen dem grammatikalischen Satz der Transparenz (der Reflexion)

und dem verinnerlichten Konzept des Erlebnisses beibehalten wird.“ (S. 6-7) Aber ‒ ist diese Voraussetzung

bezüglich Husserl und Merleau-Ponty nicht hochgradig fragwürdig ?

5) Worin sehen Sie, so muss ich doch auf Ihr Votum auf der letzten Seite (S. 7) Ihres Vortrags Bezug nehmend

die „Gretchenfrage“ stellen, das Ansinnen der phänomenologischen Forschungsarbeit, wenn Sie sagen: „Wovon

könnte die Reflexion selbst sonst ‚ Reflexionʼ ‒ im bevorzugten Sinne der Erklärung von Konzepten als der

Widerspiegelung ‚geistiger Akteʼ ‒ sein als davon, tatsächlich zu denken ? Jeder Gedanke ist in der Welt und wird

genau deshalb von Erfahrung genährt. “ Ja schon, aber was machen wir mit diesem vergleichsweise trivialen

Befund ? Finge nicht gerade hier erst dasjenige an, was man „Phänomenologie“ nennt und worin sie ihr eigenes,

genuines Forschungsfeld sah und sieht ? Also, was verstehen wir unter „geistigen Akten“, unter „Erlebnis“, unter

„Erfahrung“, wenn all dies nicht als vorgegeben hingenommen und „logisch-rational“ verarbeitet wird, sondern aus

den Konstitutionsanalysen heraus erst ersichtlich gemacht wird und gemacht werden kann ? Es zeigt sich dann

erst, dass und wie die Vernunft selbst realiter an sich arbeitet und nicht bloß die altbekannten kategorialen
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Settings einfach nur bedient; ebenso wie die Welt als Welt, jenseits ihrer bloßen Feststellung im Modus der

„Geradeauseinstellung “, allererst als aus den Konstitutionsanalysen hervorgehende und darin in ihrer

vielschichtigen und mehrdimensional verfassten Horizontstruktur ersichtlich werdende aufzuscheinen vermag.

War und ist es nicht gerade die Aufgabe der phänomenologischen Forschungsarbeit, genau diese vorgängigen

Zusammenhänge einer phänomenologischen Analyse zu unterziehen, worin deutlich zu werden vermag, dass, um

es so zu sagen, die Vernunft selbst ‒ und Reflexion und Anschauung wären bestimmte Bausteine von ihr ‒ als

Subjekt und zugleich als Objekt ihrer selbst zum Thema wird ?

6) Und, auch wenn das nicht ihr Thema war, wie würden Sie die Problemanfrage nach einer „interkulturellen

Philosophie“ beantworten, wenn sich zeigen sollte, dass das „Inter“, das „Zwischen“, dass mögliche Differenzen und

Asymmetrien nicht etwa allein zwischen Kulturen, sondern dem voraus zwischen den Denkwelten liegen und

darin ‒ das hieße auch qua philosophierender Tätigkeit ‒ aufsässig werden könnten, was dann auch bedeuten

würde, dass all dies bis in die Grundbegriffe philosophischer Selbstverständigung hineinreichte ?
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Remarques sur lʼexposé de M. Okada

Murakami Katsuzo

Si jʼai bien compris ce quʼa dit M. Okada, son exposé consiste en gros en ceci :

En faisant attention aux Règles de Descartes, il a saisi la relation de lʼ« intuition » et de la « déduction » non pas

seulement de façon opposée, mais aussi de telle façon que lʼintuition devient une étape médiatrice entre les

déductions et que lʼenchaînement de telles étapes constitue une preuve contentant la forme déductive. Une telle

opposition, qui équivaudra à celle entre lʼévidence intuitive de Descartes et lʼévidence formelle de Leibniz, serait

celle, selon M. Okada, entre lʼ« analysis » et la « synthesis » ‒ qui se subordonnent tous deux à lʼ« ordre (ordo) » du

« modus scribendi geometricus » ainsi quʼà « ratio demonstrandi » dont parle Descartes dans la deuxième réponse de

ses Méditations ; M. Okada dit par là que lʼanalyse de Descartes représente une voie qui mène à la découverte, et

que cela se transforme dans cette synthèse dont la forme est constituée de façon axiomatique. Il associe ensuite tout

cela à lʼ axiomatique de Hilbert et à lʼ intuitionnisme constructif de Brouwer. La question est alors celle de la

possibilité de la « transition » ou de lʼinteraction entre ces deux, possibilité par ailleurs liée à la coexistence entre la

« créativité (creativity) » et la « fiabilité (reliability) » que toute preuve devrait contenir. Ce problème se rapporte,

selon M. Okada, à celui de la forme de preuve qui sʼoriente vers la mathesis universalis de Husserl. Tout cela

conduirait, dit-il, à des questions ouvertes, concernant dʼabord le fonctionnement interactif de lʼintuition et de la

forme, puis, par là, lʼélucidation de la forme de preuve où la créativité et la fiabilité peuvent coexister.

Dans son argumentation, M. Okada saisit donc la question de lʼintuition comme question de la démonstration. La

question de savoir quelle relation il y a entre lʼintuition, saisie dans la perspective de la démonstration, et la réflexion

(alors que M. Okada nʼy fait pas mention), est une question quʼon ne trouve pas dans les trois autres exposés. En

dʼautres termes, comment lʼ« intuition » et la « réflexion » fonctionne dans le cas de la démonstration ‒ voilà la

question que je voudrais poser à trois autres conférenciers.

Je voudrais ajouter deux commentaires. Le premier commentaire porte sur le texte des Règles de Descartes.

Tout récemment, en 2011, M. Richard Serjeantson a découvert à lʼUniversité de Cambridge un manuscrit qui nʼest

identique ni à celui de Hannover ni à celui dʼAmsterdam. Selon Shinji Ikeda, professeur de lʼUniversité de Toyama

(Japon) et spécialiste de Leibniz, M. Serjeantson a fait son exposé concernant sa découverte dans une conférence

organisée le 14 janvier 2012 par M. Denis Kambouchner. M. Serjeantson dit, par exemple : « Dans un endroit où il

est écrit ʻʻinductioʼʼ dans (H), (A), est également ʻʻinductioʼʼ dans la version AT, ‒ Crappuli propose dʼailleurs de le

lire ʻʻdeductioʼʼ ̶, le manuscrit (C) donne précisément ʻʻdeductioʼʼ ». Lʼédition critique de ce manuscrit serait

publiée en 2013. Jusquʼà la publication de cette édition, il faudrait prêter dʼautant plus dʼattention lorsquʼon veut

soutenir quelque thèse subtile ou définitive concernant les Règles. Comme le montre symboliquement lʼutilisation

incertaine de deductio et de inductio dans la « troisième règle », Descartes nʼaurait pas pensé, à mon avis, à élaborer

à partir de ces termes quelques concepts méthodologiques : ce qui est également le cas pour Méditations et

Principes.

Le deuxième commentaire concerne la relation entre Descartes et Leibniz. Lʼanalyse et la synthèse, que

Descartes a dit dans les « Deuxièmes Réponses », concernent la manière de la description. Donc, on peut comparer
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le concept cartésien de lʼ « ordo », qui englobe lʼanalyse et la synthèse, avec lʼanalyse ou dʼart de juger chez Leibniz.

Lʼart de juger leibnizien a ces deux éléments : « (1.) Ut nulla vox admittatur, nisi explicata, (2.) ut nulla propositio,

nisi probata. » (Nova methodus discendæ docendæque jurisprudentiæ. Ex artis Didacticae Principiis in parte

Generali praemissis, Experientiæque Luce, Autore G. G. L. L. 1667, A. VI, 1, p. 279) On peut y trouver la différence

entre la méthode de la «méditation » et celle de la « démonstration », parce que lʼ « ordo » est déterminé en ceci:

« Ordo in eo tantum consistit, quod ea, quae prima proponuntur, absque ulla sequentium ope debeant cognosci, &

reliqua deinde omnia ita disponi, ut ex praecedentibus solis demonstrentur » (AT. VII, p. 155). Cet « ordo » apparaît

comme un cours de la « pensée », qui correspond généralement à lʼ« intuition ». Lʼ« analyse », cʼest-à-dire la

description analytique, consiste à retracer une partie du cours de la pensée pour le décrire. Tandis que lʼon appelle

ce retracement « réflexion », ce cours lui-même équivaut à lʼ« intuition » : alors que la description désigne une sorte

de médiation, on peut exprimer le cours de la pensée sans cette médiation par le mot « intuition ». Lʼaxiomatique

sera donnée par la « réflexion » en tant que retracement. Lʼ intuition par contre peut être considérée comme

avancement de la pensée selon « ordo ». Si lʼon dit quʼil y a pas dʼimmédiateté dans la « réflexion » ainsi comprise, cʼ

est parce que la « réflexion » passe par la médiation de la description. On peut dire la même chose sur la

transparence. Si lʼon pense de cette manière, tout ce qui est désigné par ces oppositions ‒ quʼelles soient entre «

intuition » et « déduction », ou « intuition » et « forme », ou bien encore entre « axiomatique » et « intuitionnisme

constructif » ‒, se ramène à la différence entre le retracement de la pensée en tant que pensée et le retracement de

la pensée en tant que description.
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西田几多郎思想中的中国佛教

1

GEREON KOPF

20 世纪最重要的日本思想家西田几多郎（1870-1945）在其后期著作中，常言及佛教传统，以显示他的思想立场。

事实上，他所引用的佛典与佛教思想，凸显了他本人思想的颇有趣味的发展。西田一贯执着于建构系统的非二元论哲

学，为此他作为基础的哲学体系的根基性范畴频繁变更。在其最初著作《善的研究》2（1911 年）中，西田哲学是基

于“纯粹经验” 3概念来系统化的 4。西田后来对该概念的严重缺陷深怀不满 5，据费希特，柏拉图及黑格尔的学术概

念，不断改用绝对意志（1917），场所（1925），辩证法的一般者（1933）等，并使用了行为的直观（1937），绝对矛

盾的自己同一（1939）等他独创的术语。1937 年以后，西田开始用佛教概念来体现非二元论。最后的两个范畴──

平常底（1939）与逆对应（1945）是与佛教传统相关的。可以认为，西田独创的概念易于其他所有哲学，与其说是佛

教哲学 6，不如说是以此来体现其独创的非二元论的。

虽然西田在著作中上百次使用“佛教”一词，但实际摘引或参照者并不多。竹村牧男指出西田参照的佛教资料如

下：禅，亲鸾（1173-1263），以及《大乘起信论》，天台宗，华严宗等佛教。通过这一名单可见西田佛教知识之深厚

远远超出了其著作中所体现者。西田通过母亲接触到净土真宗，通过他本人坐禅而了解了禅。西田所引用的佛典如

下：《金刚经》7，《大乘起信论》8，《无门关》9，《临济录》10，道元的《正法眼藏》11，《叹异抄》12。看西田如何使用

《叹异抄》可知他有多么熟悉，关于其他文本，仅引用了济义玄（810/15-866/7）的“阿屎送尿，着衣吃饭，困来即

卧” 13与道元 （1200-1253）的“呈现自己，即忘却自己” 14等为人熟知的词句。根据西田的日记与书简等可知，

他的学术性或半学术性佛教知识较多来源于他生涯挚友铃木大拙（1870-1966）。大拙对《华严经》15等若干经典加了

注释。关于西田对天台宗与华严宗的思想体系，仅限于引用“一念三千”，“理事无碍”，“事事无碍”等若干处。

并且关于《般若经》中的哲学体系的说明，仅使用了铃木大拙所说的“即非的逻辑”。由此产生了若干疑问。西田为

何对佛教文本选择性地引用？ 西田对佛典采用了怎样的解释学方法？在本论文中，对西田使用的佛教概念进行解

说。由于他使用的“事事无碍”，“理事无碍”，“即非的逻辑”等表达方式，很难说是重要的说明概念，并且语言

较粗，在此关注平常底这一想法。因此，在此不是对《金刚经》与《无门关》等佛典进行解释与解说，而是着重弄清

西田的哲学性策略与思想。

作为日常之深奥的“平常底”

平常底与逆对应等术语构成了西田在《场所的逻辑与宗教的世界观》16的后半部分阐述的他的后期思想中的特征与

核心。两者都是西田非二元论的最激进的表达方式，平常底指绝对与相对之间的非二元性，逆对应指超越与内在之间

的非二元性。上田闲照认为“‘逆对应’表示了宗教性关系，‘平常底’则表明了宗教性立场” 17。但是，尽管逆对

应与平常底常常被与禅宗，净土真宗关联起来 18，但这些术语所具有的悖反意义正如上田，James Heisig 所指出的，

本质上是西田独创的 19。西田认为，逆对应与佛教，平常底与禅宗传统中指称“平常”的各种术语之间，即使在词源

上并不相关，也应具有相当密切的联系 20。

结果，西田似乎暗示这些术语包括了佛教之神髓，或至少包括了若干佛典与佛教思想之神髓。可是由于西田不仅为

了逆对应这一术语而提到佛教之神髓，而且作为平常底之起源提到禅佛教，因此，下面我们来看该平常底与禅佛教的

关系。特别是看看取自《无门关》的两个例子与取自《临济录》的两个例子。平常底这一概念，代表了西田的后期哲

学之特征，在同样意义上，即使不能说象征着西田与佛教之关系，至少也象征性地体现了这一点。从《经验科学》
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（1939）的倒数第二段落中首次出现该词，到出现在〈场所的逻辑〉的最后一节，西田将“平常底”这一术语在词源

上在意义论上与《无门关》的两句话“平常心是道” 21，“是心即佛” 22以及《临济录》的“佛法无用功处，只是平

常无事，阿屎送尿，着衣吃饭，困来即卧”连结了起来。通过这样做，西田一方面将“平常心”，“平常无事”的术

语作为他的学术词汇之来源，同时试图通过佛典来建构他独自的术语。

西田在《经验科学》中将平常底定义为世界的以及哲学的“根本性操作” 23。其后，西田将其不是比为南泉普愿

（748-834/5）的“平常心”本身，而是比为“平常心是道”。这是因为，西田当然不想在“平常心”中消解道，不想

采用在内在之中看超越的形式。同样，西田不是用“内在”这一词，而是用“超越的即内在的”这一词来补充说明临

济的“吃饭之平常无事”。事实上，西田曾提到将“平常底”等同于“洒脱无关心”是一个巨大的错误 24。当然并非

因此西田否定了所谓的“平常”。通过他常常引用临济的饮食，睡眠，如厕中求佛法的说法，可知妨碍将绝对提升到

最高的超越的这些日常生活中的冒渎行为对西田具有吸引力。可是同时，“平常底”不是平常心，而是以具体的形式

反映为“宗教心”。在此意义上，日常的深奥与宗教心表达了日常与宗教这一对正相反的相。

“平常底”的定义令人想起大乘佛教中所谓的“生死即涅槃”与《无门关》中所谓的“即心是佛，佛即是心”。在

此介绍一下他作为“平常底”的由来摘引的一节，来说明西田的解释。为说明“平常底”这一概念是从那里来的，西

田提及了《无门关》的第十九则之例。

赵州从谂 25向南泉问“如何是道”，南泉答“平常心是道”。赵州问该如何求道，南泉答“拟向即乖（求道则走

到相反方向）”。赵州问“不拟争知是道（不努力争取怎么知道那是道呢？）”，南泉答“道不属知，不属不知（道不

是知不知的问题），知是妄觉，不知是无记（知是虚妄的，不只导致混乱）。若真达不疑之道，犹如太虚廓然洞豁（如

果完全没有怀疑，真的达到道的境界，便达到了无限且广阔的无）。岂可强是非也（无论如何，怎么能求道呢？）”。

听此言，赵州得悟。

对此，无门慧开（1183-1260）认为，南泉对赵州之问没有做很好的解答，在一首诗中提出，如果心能从不必要的

考虑中解脱出来，就能享受所有的季节。西田似乎并未进一步分析这一事例及无门的解释，而将公案的主要部分省略

了。如果这一条件是：毫不怀疑；从不必要的思考中解脱出来的心；彻悟的终点或证据为巨大的无，那么就会产生出

一个问题：彻悟是如何与平常心获得平衡的。

关于这一点，西田认为，即使这是到达彻悟的意志，恐怕也如秋月龙珉所言，真正的课题在于修行的问题，他并非

作为关于知识之边界的认识论课题与意志问题来论述的 26。即使这些设问对公案本身而言并非核心性的，按西田的解

读，疑问是必然出现的。西田对“平常底”之源泉的其他解释也相同。《无门关》的第三十则写的是马祖道一

（709-788）与大梅法常（752-839）的如下短暂交锋。对于大梅的“如何是佛”这一提问，马祖回答道“是心即佛”。

无门对这一点的注释应该说是模糊的，是面向本质救济论式的解答 27。

一方面，他提出理解这些可归结于佛性，另一方面主张，理解的人听到与此相同的话大概会逃走。在最后一首诗中

写到“更问如何，抱赃叫屈”，映现出矛盾的心情。

然而西田的这一句的用法，不是反映了该模糊性，而是未言及公案所具有的认识论性及救济论性的问题，而关注佛

陀所象征的超越的非二元性与“是心”所象征的内在。西田引用《临济录》时也是同样的。

饶有趣味的是，西田以《临济录》中的佛法既非有用，也不是达成什么等话来结束《经验科学》。尽管临济的话并

不如“佛是即心”那么非二元性的。西田加上“心法无形，遗文十方，在眼日见，在耳日闻”与“无论智者愚者，大

事小事，在此必一” 28等话修正了临济的话。可是临济本身如西田那样，一直说“愚人笑我，智乃知焉。古人云，

向外作工” 29来说明上述“佛法”。尽管如此，在西田的《场所的逻辑与宗教的世界观》中，超越与内在的模糊性，

或可谓非二元性的特征，反映在摘自《临济录》的“赤肉团上有一无位真人” 30一话中。

一般而言，来自《临济录》的这些章节的解读，构成了模糊性或相反正是佛法之法，“作为人的极限，人类的代

表” 31这些西田所理解的非二元论的西田式表达方式之源泉。西田感兴趣的只是“平常心即道”这一词反映并象征

了他的“内在即超越”的想法这一事实。重要的恐怕是，西田未深入本人所引用的公案言说中这一事实。正如众多公

案中所见的，问答形式（John McRae称之为“encounter-dialogue（对决式问答）” 32）体现的是在大概得悟的教师

或有学识的教师庇护下，从怀疑走向理解的一个弟子所经历的过程。

这样的对决式问答是在对决式问答的长期传统与注释，以及构成其基础的文本互相重叠的间文本性之中开展的。这

一间文本性特别适合于考虑《无门关》。这是因为《无门关》包涵了事例，无门的注释，最后的诗三个层次，并且包
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涵了隐藏着的第四层──围绕各种文本中引用的，与对话者的实践相关的概念中所出现的内容的问答。

虽然《临济录》第二部分的文学部分“上堂”是修行者集会时举行的仪式中的话，但《临济录》与文本，格言继承

了相同的传统，对该间文本性的传统做出了贡献。该文本不仅构成了与对立性问答相同的形式，而且与《无门关》拥

有相同的“印象”。该“印象”就是，类似于师弟对峙的神话性文脉，谱系的重要性与教诲的传统思考，以及追求

悟。这一点可以定义为单纯性知识，或改变人生的转换性经验。西田对于公案的传统，对立性问答，怀疑，转换，悟

的言说都未介入。

可以指出，在西田的文本中可见到禅的传统与悟的言说，但隐藏在文本中的假说不可能是作为教育手段使用的。

上田主张西田的“吾与汝”本身就是问答体的 33。即使那不是知识辩证法性的模式，也许可以说西田的以辩证法为

基础的对立性问答的哲学构筑是颇有意义的尝试，但西田本身并未参与这一创造。

结论

可以清楚地说，西田未对他引用的佛典未进行诠释，未做文本批评式的，概念性的考察。西田也无意将他使用的概

念在原文本之文脉中进行解读。相反，凭记忆，按他的印象随意使用这些话，为了与他的思考想呼应用而使用“平常

心是道”，“生死即涅槃”，“是心即佛，佛即是心”等，为了解释他独自的哲学性概念而使用临济的“平常无事”

与华严思想的“事事无碍”。西田不是为分析诠释或援引而引用佛教思想与佛典的，他是为了说明他本人的哲学，并

表明他自己继承了佛教传统而引用了这些内容。他的解释学方法是有选择性的，不拘泥于该词语的历史性或意义论上

的文脉，而基于该词语的类似性。即使在西田后期哲学的基本范畴，主要概念与大乘佛教性非二元论之间开展的探讨

未提供任何新东西，将这些术语视为等同的首要理由在于他感到的概念上的类似性，近似性。

西田未拘泥于《金刚经》，《华严》的注释，《无门关》与《临济录》等的作者所拥有的形而上学式的救济式的热情

与企图。倒是这些哲学性学派所提供的术语用法，在脱离原来的文脉，状况，与他独创的概念结构相对照时，使他感

到体现了他的哲学的最基础性的范畴。

尽管如此，西田的佛典阅读对比较哲学领域有两项根本性贡献。首先，尽管他的术语用法有许多问题，但西田将佛

教概念导入了哲学主流言说中。另外，他的解释学所创造的学术概念如果慎重地发展下去的话，一定能作为异文化哲

学的模式发生作用 34。西田将佛教式概念应用于由学术性哲学所构成的问题中，也做了相反的尝试，虽然并不多。并

且，西田在学术性哲学的言说中系统地建构了非二元论。姑且不论西田的非二元论与佛教传统中所说的是否相同，该

事实正使西田哲学的批判性解读有价值，并具有意义。
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1 本文根据拙文〈对西田如何使用中国佛教思想的批判性评论〉《中国哲学杂志》（“Critical Comments on Nishida's Use of

Chinese Buddhism”（Journal for Chinese Philosophy）,Vol.32,No.2,2005,335-351）。经《中国哲学杂志》（Journal for
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Nishidaʼs Philosophy and Christianity

─ Explication from the Concept of Love

Ishii Samoa

For Preface̶About Nishidaʼs Philosophy and Religion

In raising a question on the theme of 〈Nishidaʼs philosophy and Christianity〉, the first to be inquired about

should be the position of religion in his philosophy. Miki Kiyoshi says, “Nishidaʼs philosophy should be understood

thoroughly as philosophy,” 1 warning that it should not be raised easily in connection with religion or the

philosophy of religion. On the other hand, when we ask the question of what is Nishidaʼs philosophy, we cannot but

find significant religious issues underlying the question. In “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good]” (1911),

which is composed of four parts, the final part is given to 〈Religion〉, and Nishida mentions in the preface that “Part

Four describes my opinion of religion which I always consider as the conclusion of philosophy” (1-3 2). His last

essay “Bashoteki ronri to shūkyoteki sekaikan [The Logic of Locus and a Religious Worldview]” (1946), which was

published posthumously, is not only the goal of the late Nishidaʼs philosophy but also his view summarized in

religion. However, his reference to religion is not made in the course of discussing the special form of his philosophy,

but rather characterizes his philosophy in the sense that the inquiry into religion is equivalent to thinking over

being.

Nishida says in his later days in the letter to Nishitani Keiji (as of February 19, 1943) as follows:

As you say, it is true that there is something like Zen underlying my meditation. Of course, I donʼt know Zen

well, but people radically misunderstand Zen, so I think that the soul of Zen may be to grasp reality truly. I

want to try my best to combine Zen with philosophy even though it may be impossible. It is my desire long

cherished since my thirties (New 23-73 3).

Nishida does not deny “something like Zen” underlying his meditation. However, what he describes as “Zen” in

this letter is not what is called “Zen” positioned in the tradition of Buddhism but is rather “the thing whose soul is to

grasp reality truly,” and in this sense, Nishida tries to find the theme common to both philosophy and Zen. The

reason for his saying that “it is true that there is something like Zen underlying my meditation” while he admits that

he of course does not know Zen well is that his meditation aims for the thing “whose soul is to grasp reality.” In the

preface of the third-printed “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good]” in 1936, he looks back on the course of his

own philosophy saying, “I had an idea earlier on that being should be reality in itself and the so-called material

world is nothing but what was thought out from that” (1-7). Thus for Nishida, to grasp “reality” is the same as to

grasp “being.” Miki says that “we can say that the main question of Nishidaʼs philosophy is being throughout all the

stages of its explication” 4 when he thinks back on Nishidaʼs philosophy, but without mentioning what he says,

Nishida himself says in the preface of “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good]” that “I have long been thinking

that I want to explain everything by pure experience as an only being” (1-4), and thus we can find that Nishidaʼs
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philosophy consistently stuck to the question of being that is “reality in itself” from start to finish throughout its

steps. The question of being that is “reality in itself” underlies the core of his philosophy, and it is certain the

awareness of the question was developed through sitting in Zen meditation during his youth. Furthermore, the fact

that many Zenists were produced from his disciples proves his standpoint that his philosophy is “to grasp reality as

its soul,” and thus it recognizes Zen as the thing whose “soul is to grasp reality truly.” In this sense, the relation

between Nishidaʼs philosophy and Zen is very strong.

However, for Nishida who says “the thing whose soul is to grasp reality truly” as “Zen,” the emphasis on 〈the

connection between Nishida and Zen〉 does not mean denying the relation with any religions other than Zen. In

fact, each religion is the matter of concern as the most concrete form essential for truly grasping reality. As you can

see in his late thesis “Bashoteki ronri to shūkyoteki sekaikan [The Logic of Locus and a Religious Worldview],” he

describes religion as “a spiritual fact” (11-371) by referring to the Jodo-Shin [True Pure Land] sect, Christianity,

and the literature of Dostoyevsky without limiting the ideas to Zen. The opening paragraph of “Bashoteki ronri to

shūkyoteki sekaikan [The Logic of Locus and a Religious Worldview]” starts with the following:

Though not everyone is an artist, everyone can appreciate art to a certain degree. Though not everyone is a

religionist, those who commit themselves to a religion being a rare few, everyone can understand religion to a

certain extent. … Situations of extreme misfortune are bound to awake religious awareness in every one of us.

Religion is a spiritual fact. (11-371)

Nishida raises a question as to religion as “a spiritual fact.” The fact is the one in itself that cannot be collected by

the subjective self, and Nishida calls religion into question as the most objective fact saying, “We truly recognize it

for the first time when our own existence is called into question, when our very self becomes a question” (11-393).

That is, he insists that our existence will not be topicalized until our own reality in which we must live our own life

anew each time and our self who runs about desperately struggling with reality come into question by 〈us〉.

“When we realize the self-contradiction of our existence, our very existence becomes the problem” (11-393). “A

spiritual fact” is the fact for which the existence of our very self who lives our own one-time life anew in the middle

of reality becomes a question, and Nishida emphasizes that philosophy and religion are brought from the places

with the same root, saying that “when we seriously confront these contradictions, religious questions must

inevitably arise (philosophical questions arise from the same source)” (11-393f). For Nishida, religion is the place

where the existence of self is questioned, and therefore he clearly differentiates morality from religion. “From the

standpoint of morality even the keenest moral conscience cannot take up the existence of the self as a question.” It is

because however wickedly sinful one may feel oneself to be, morality presupposes the existence of the self (11-393,

the underlined part is by the person who quoted it), and therefore the self is not called into question from the

standpoint of morality. As long as the self has already been presupposed, the existence of the self cannot be called

into question. Religion is the fact that questions the basis of a one-time life that is never repeated, and the problem

with being, which Nishida pursued until the end of his life, is disclosed by focusing on that fact. Thus, he takes the

position that the “philosophersʼ task is to explain this existing spiritual reality” (11-371). Therefore, his approach to

religion is to question not the doctrine of each religion but the fact that religion calls into question 〈our own

existence itself〉 and thus is made for the fact that religion raises self-awareness of “the self-contradictions of our

existence”(11-393). In this sense, as the source of raising the awareness of the self-contradictions of our existence,

the basis of Christianity and that of Buddhism is taken up as a question. As far as the basis of Christianity is taken

up as a question, picking up the theme of Nishidaʼs philosophy and Christianity makes sense.

268 Workshop of the 1st Unit: “Nishida Kitaroʼs Philosophy of Religion: from the standpoints of Christianity and Buddhism”



Chapter 1 The Background to the Problem with Nishidaʼs Philosophy and Christianity

In recent years, based on Nishidaʼs philosophical approach to religion as said above, the studies referring to his

religious theory in relation to not only Buddhism but Christianity have increased. It may be possible to survey

briefly the previous studies by categorizing them into several types. I will survey them by categorizing them into

three types as follows:K

(1) Studies taking up Nishidaʼs philosophy as one to overcome the closeness of Western Christianity from the

criticism on that. 5

(2) Studies taking up and summarizing the influence relation of Christianity to Nishidaʼs philosophy to call

into question the historical dialogs between Nishidaʼs philosophy and Christianity.

(3) Studies exploring the possibility of dialogs between religions immanent in Nishidaʼs philosophy from

standpoint of dialogs between his philosophy and Christianity. 6

Considering the theme set as Nishidaʼs philosophy and Christianity, the previous studies in (2) may be the most

direct. Ogawa Keiji has done pioneering work for those studies, examining the dialogs on thought between Nishidaʼs

philosophy and Christianity by categorizing them into four phases. The first phase is when “Zen no kenkyū [An

Inquiry into the Good]” (1911) was written, the second phase is from “Mu no jikakuteki gentei [The Self-aware

Determination of Nothingness]”(1932) to “Tetsugaku ronbunshu I, II and III [Philosophical Essays I, II and III]”

(1939), the third phase is after “Jissen tetsugaku joron [Introduction of practical philosophy]” (1940), and the fourth

phase is Nishidaʼs posthumous essay “Basho-teki ronri to shukyo-teki sekaikan [The Logic of Locus and a Religious

Worldview]” (1945/published in 1946). The Ogawaʼs categorization into the said four phases is the model of phase

categorization in the studies on “Nishidaʼ s philosophy and Christianity.” 7 Asami Hiroshi also focused on the

historical dialogs between Nishidaʼ s philosophy and Christianity through in-depth studies on the materials. 8

Asami analyzed the history of influence from Christianity by researching the materials, however, his studies may

be also categorized into (3) said above in terms of taking up as a theme how the dialogs between religions should be

for the potential of Nishidaʼs philosophy for the philosophy of Christianity, not limited to the analysis. 9

Many of the traditional studies on Nishidaʼs philosophy and Christianity, at most, take up as a question the

argument over religion from the standpoint of dialogs between religions underlying Nishidaʼs understanding of

religion, that is, as his logic of place in which he takes the standpoint of dialogs between religions focusing on the

differences between his philosophy and Christianity and the dialogs on thought between them. In fact, any of those

studies did not inquire Nishidaʼs philosophy itself and thus does not seem to have fully inquired in depth into the

Christianity underlying Nishidaʼs philosophy. This study will raise a question on the relation between Nishidaʼs

philosophy and Christianity not from Nishidaʼ s thoughts on religion or the history of influence surrounding

Nishidaʼs philosophy and Christianity but by starting the inquiry from the question of 〈being〉, which was the main

theme of his philosophy after “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good].”

Nishida says to Nishitani through the letter to him that his philosophical motivation “lies in grasping reality,” and

as mentioned before, the reality means the one of self who must live its own life anew each time, and it is the starting

point and the goal of Nishidaʼs philosophy to grasp the single and concrete practice of the life of the self. In the

speech for Shinano tetsugaku-kai (Shinano Association of Philosophy) in 1937, Nishida said, “Grasping the most

deeply what our most ordinary life is will bring about the deepest philosophy” (14-267f.). In 1936 when Miki

Kiyoshi said, “We can say that the main question in Nishidaʼs philosophy, throughout all the stages of its explication,

is being.” Nishida admits that the direction of his philosophical thought was consistent with the clarification of being

in the letter to the editor of “Riso [An ideal]” 10 saying, “Since the consideration of pure experience, my thought has

started from the most direct concrete being” (13-138). As mentioned before, why Nishida considered religion as
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“the conclusion of philosophy” (1-3) from the beginning of “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good]” and devoted

one part to the consideration of it was that the considering religion was indispensable for grasping the world of

reality the most deeply. For Nishida, religion is the most concrete form of being, and the existence of self comes into

question as the most concrete form of being. Therefore, when Nishida explicates his philosophical thoughts from the

theological terms by referring to Christianity, we can see in it his philosophical movement that is deepened toward

the most concrete being.

To question Nishidaʼs thoughts on religion is to question the most concrete form of being that is the main theme of

Nishidaʼs philosophy. In this study, focusing on the problem of “love” lying in the center of Nishidaʼs thoughts on

religion, I will place his thoughts as the explication of the notion of love. However, at the same time, it illustrates the

fact that Nishidaʼs thoughts on being were explicated together with his thoughts on love. Along with the explication

of his thoughts on love, his understanding of being is greatly developed. In this study, I want to call into question the

explication of Nishidaʼs thoughts on love and his thoughts on being as accompanied with that on love by taking up

the first “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good]” phase and the second “Mu no jikakuteki gentei [The Self-aware

Determination of Nothingness]” phase when Nishida aggressively worked on the problem of love, based on Ogawaʼs

four-phase categorization for the dialogs between Nishidaʼs philosophy and Christianity. Of course, it is his last

thesis “Bashoteki ronri to shūkyoteki sekaikan [The Logic of Locus and a Religious Worldview]” that Nishidaʼs

thoughts on love are presented in the ultimate form; however, I have no space in this study to write it in detail.

Thus, I like to mention the ultimately explicated form of his thoughts on love in the conclusion section.K

Chapter 2 Problem of Love in “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good]”

It is in part four “Religion” of “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good],” particularly in the last chapter of it,

which was added later, that Nishida takes up love as a question. Part four of “Zen no kenkyū” summarizes “religion

which I always consider as the conclusion of philosophy” (1-3) as mentioned by Nishida in the preface of the part,

and it is composed of five chapters: chapter 1 is “Religious demand,” chapter 2 is “Essence of Religion,” chapter 3 is

the definition of “God,” chapter 4 is the relation between “God and the World,” and chapter 5 is “Knowledge and

Love” in which 〈love〉 is the main subject.

Nishida defines the religious demand as “a demand concerning the life of the self…the demand wherein our self

perceives its relativity and finitude and, at the same time, joins with the absolute and infinite power, thereby

desiring to acquire the true life of eternity”(1-169). As pointed out by Ogawa, Nishida explains the core of religion

until his later days by citing section 20 of chapter 2 in “Epistle to the Galatians,” and he also cites it in “Zen no

kenkyū,” enhancing as follows:

As Paul said, “I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me,” the religious

demand is the feeling of trying to live alone by God by crucifying the whole physical life. True religion seeks the

conversion of self or regeneration of life. (1-169)K

The core of Nishidaʼs thoughts on religion is the motif of negative conversion of self or self-actualization as

described in “Bashoteki ronri to shūkyoteki sekaikan [The Logic of Locus and a Religious Worldview]” as “at lifeʼs

very foundations we are every in confrontation with the Absolute one, i.e. God. We stand at the crucial point where

we can choose eternal life or death” (11-427). Nishidaʼs basic attitude toward religion is negative conversion or

actualization of self, and in this sense, we can say that his attitude toward religion does not change after “Zen no

kenkyū [An Inquiry into the Good].” However, as far as it is seen from the relation between God and man, it is true

that his understanding is significantly different between “Zen no kenkyū” and “Bashoteki ronri to shūkyoteki
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sekaikan.” The difference, in short, depends on whether the relation between God and man should be regarded as

seamless 〈unity〉 or 〈confrontation / contradiction〉, but this study finds in it the result of deepened dialogs

between Nishidaʼs philosophy and Christianity.

In “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good],” being is thought of as “phenomena of consciousness,” and God is

recognized as “the unifying one” (1-181) underlying our mental activities (consciousness) or “the unifier of the

universe and the ground of being” (1-182). Personality and love are notions attributed to “the unifying one,” and

Nishida presents the pantheistic view of God by outlining the unifying action and the unifying force as “live” and

“personality” respectively. ”God is the one great personality who is the ground of the universe…the universe is the

personal expression of God” (1-182). Though the word “personality” is used, it is certain that what Nishida in the

phase of “Zen no kenkyū” expressed by the word “personality” is not the notion of personality as an individual

substance. It is rather recognized as the force of unifying the dualistic relation or the unifying action, and the

essence of religion is to get a share of the unity. In fact, Nishida who tries to derive being from the motif of “unity”

says that “the deepest religion can be formed on the God and man as the same substance, and the real intention of

religion is to acquire the meaning of the unity between God and man” (1-177), and thus it is understood that the

essence of religion is seen in “God‒man unity” and love is that “two personalities are united into one” (1-176). What

to be focused on here is that Nishida in the phase of “Zen no kenkyū” sees the grounds of the possibility of “God‒man

unity” in the sameness. For Nishida who thinks that “the reason that we worship and love God is because we

possess the same foundation as God” (1-176), love is considered the unifying action of what has the same

foundation. Such comments of his are pantheistic; therefore, his thoughts on religion that personality is not

considered as an individual substance strongly tend to be recognized as being categorized into the question of the

tradition of Buddhism. Ogawa also tries to see the discontinuity between Nishida and Christianity. It is true that the

notion of personality as an individual substance is the mainstream in the metaphysical tradition of the West.

However, the Holy Trinity of Christianity is predicated on the relation of God, which cannot be explained as an

individual substance to God. Christianity is underlain by the tradition of the notion of personality that cannot be

explained only by a substantial individual, and Tanaka Yutaka describes the tradition as “the tradition regarding

personality not only as 〈being〉 but also as a 〈relation〉.” 11 As long as “the tradition of regarding personality as a

〈relation〉” also exists in Christianity, we should not understand Nishidaʼs thoughts on religion by connecting it

easily with Buddhism even if Nishidaʼs thoughts on love are recognized as 〈what creates relation〉.

Nishida in the phase of “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good]” positions love in spontaneity and

self-development of “the unifying one” working at the basis of being, which is “the phenomena of consciousness,”

saying that “God is the foundation of all of beings, and as such, His love has to be fair and universal, and inversely the

self-development of God in itself has to be infinite love for us” (1-185). Nishida, translating Godʼs love as Godʼs

action of spontaneity and self-development, describes the understanding of 〈love〉 that man gets a share of Godʼs

love in spontaneity and self-development. God is a unifying force (personality) that binds Himself to man, and the

reason why it is possible is because God and man are the same in terms of the grounds. Therefore, that God loves

Himself is equal to the fact that He loves man, and that man loves himself is equal to the fact that he loves God as his

own grounds. Nishida concludes that “the unifying action of God is just that of the universe” and “Godʼs loving

others is just equal to His loving Himself” (1-185).

At the last of the argument as above, Nishidaʼ s thoughts on love are explicated in the form of chapter 5

“Knowledge and Love.” Here knowledge and love are described as “the same spiritual action,” which aims at the

unity of self and other (1-197), and he points out that the idea of distinguishing knowledge from love is, in itself, only

an abstraction of the world of being. Nishida takes the example of mathematicians devoting themselves to a

mathematical principle, mentioning why mathematicians can devote themselves to a mathematical principle

wherever and whenever they could is because they have a love of the mathematical principle itself beyond their
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intellectual curiosity to get the answer and inversely they want to get the answer because of their love of it. It is

emphasized that “in order to know something, we must love it, and in order to love something, we must know it”

(1-197), and the spiritual action working by knowledge and love unified together is topicalized as “the action of

unifying object and subject…that of my corresponding to the thing” (1-196). “The action of my corresponding to

the thing” is 〈pure experience,” and Nishida tries to see in pure experience the spiritual action that works by

knowledge and love unified together. “We are almost unconscious when we are caught up in what we like. We

forget ourselves, and only the inexplicable power beyond ourselves is working majestically. At this time, there is no

object nor subject, and thus object and subject are truly unified together. At this time, knowledge is just love, and

love is just knowledge.” (1-198, the underlined part is by the person who quoted it.) Both knowledge and love that

are described as “the same spiritual action” are formed when object and subject are unified in the stage of

forgetting or losing the self and “only the inexplicable power beyond the self is working majestically.” Nishida calls

into question the spiritual action of knowledge and love in the place of becoming the unifying action itself

completely.

Nishidaʼs argument over knowledge and love represents his views on religion and morality in the phase of “Zen

no kenkyū [An Inquiry into the Good]” well. In “Zen no kenkyū,” there is little differentiation between morality and

religion; in fact, religion is recognized as the completion of morality. Nishida, who refers to “love as the culmination

of knowledge” while he recognizes knowledge and love as seamlessly “the same spiritual action,” says that “learning

and morality are the glory of Buddha God, and religion is the culmination of such actions” (1-199). In part 3

“Goodness” of “Zen no kenkyū,” morality is called into question as Nishida himself says that “it may be no problem to

see it as an independent ethics” (1-3). Since love is discussed as the culmination of good behavior, love is

understood based on the model of extremely 〈 ascendant self-realization〉. “To realize the self by satisfying the

maximum demand of it is to realize the objective ideal of the self, or it means the coincidence with the object. From

this viewpoint, good behavior is always love” (1-155). Nishida in the phase of “Zen no kenkyū” who considers

religion as the completion of morality cites Platoʼs love as Eros saying, “Love is always a feeling of corresponding

self with other. It is a feeling of unifying subject and object…Plato says in the famous ‘Symposion’ that love is a

feeling that those who are imperfect try to return to the original perfect state” (1-156f). Of course, as the truth of

the love recognized in the ascendant model is 〈pure experience〉, Nishida concludes after the said citation as

follows:

However, considering further, truly good behavior is not to make object follow subject, nor to make subject

follow object. It is not until both subject and object vanish, both the thing and I are forgotten, and only the

activity of being that is the only one in the universe just exists that we can reach the culmination of good

behavior. (1-156)

The grounds of morality emphasized as “the activity of being that is the only one in the universe just exists” fills

Nishidaʼs theory on religion with the pantheistic color by being supported by his world view that “the universe is

from the same root and everything is unified” (1-156). Therefore, knowledge and love, which are referred to as the

spiritual action of the unity of self and other, are ultimately collected into “the activity of the only being in the

universe,” too.

Nishida recognized knowledge and love as “the only spiritual action,” but he does not use them all without

distinction. Knowledge and love are distinguished according to the difference in what they are targeted. For

Nishida, knowledge aims at a non-personal object while love aims at a personal object. Only in this sense, the

superiority of love that is “the wisdom aiming at a personal object” (1-198) is emphasized more than knowledge

that is “the wisdom aiming at a non-personal object” because for Nishida “the substance of being in the universe is a
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personal one” (1-199). In this sense, it is natural that love aiming at a personal object is placed higher than

knowledge aiming at a non-personal object, and we can see Nishidaʼs unique view in it. For Nishida, the so-called

philosophical analysis and inference are superficial pursuit of knowledge, and it is impossible to grasp being, which

is a personal object by knowledge through inference (1-199). The reason why Nishida grasps knowledge and love

inseparably is because knowledge ultimately aims at being itself that is “the unifying one” and he thinks that only

love, which aims at personality” can grasp it. Love is “the power of grasping the substance of being” (1-199), and in

this sense, it is “the deepest knowledge of things” or “the culmination of knowledge” (1-199). As learning and

morality were regarded as religion, here the completion of knowledge is regarded as “love.”

In “Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good],” being is described from the context of the spontaneity /

self-development of the phenomena of consciousness and the unification of them, and thus Nishidaʼs thoughts on

religion follow the context. For Nishida who summarizes personality and love as “the unifying force” and “the

unifying action” of the phenomena of consciousness, respectively, to love God means that the self is collected into

God as long as love means “corresponding to other by excluding self” (1-197) in which nothing other than 〈pure

experience〉, which is described as “only the activity of being exists in the universe” can be seen. Considering that

he places the grounds for the possibility of unity on the homogeneity between personalities and he says that “the

deeper the mutual understanding when the circumstances, thought and interest are the same, the deeper the

mutual sympathy” (1-198), his standpoint in “Zen no kenkyū” is clearly different from that in “Mu no jikakuteki

gentei [The Self-aware Determination of Nothingness]” (1932) which puts a definition that “There is no universal

which encompasses me and thee”(6-381). However, love is recognized as 〈what creates relation〉 also in “Zen no

kenkyū.” This point is the fact that should be considered when we understand Nishidaʼs thoughts on love.

Chapter 3 Problem of Love in “Mu no jikakuteki gentei [The Self-aware Determination

of Nothingness]” ── Love as “Agape”

1. Explication from “Zen no kenkyû” to “Mu no jikakuteki gentei”

There is an interval of more than 20 years between “Zen no kenkyū” and “Mu no jikakuteki gentei,” however, as

far as we see from the viewpoint of dialog with Christianity, there is no significant change. Of course, it is possible to

position “Eichiteki sekai [The Intelligible World]” (1928) carried in ”Ippansha no jikakuteki taikei [The System of

the Self-conscious Universal]” (1930) as the thoughts on religion in Nishidaʼs mid-term philosophy. 12 In the essay

that indicates the course starting from the universals of judgment and reaching the universals of nothingness,

which should be described as the universal of universals, the view of religion as the completion of morality is swept

away and the self-contradictory moment going with the transition from morality to religion is rather emphasized.

“Existence of the moral self means that the self is incomplete and thus the ideal is thoroughly pursued, and the

keener the conscience becomes, the more the self is felt as evil. For perceiving the basis of the self truly beyond

such a contradiction, religious emancipation from worldly attachments is required. By thorough self-negation, the

basis of the self is understood. In this stage, neither good nor evil exists” (5-172). Nishida who mentions his religious

standpoint beyond morality as “neither good nor evil exists,” however, still discusses with leaving the motif of

〈unity〉, saying that “in the religious consciousness, we drop our mind and body to be unified into the consciousness

of absolute nothingness” (5-177). Though “Mu no jikakuteki gentei [The Self-aware Determination of Nothingness]”

(1932), which was written during the period of transition toward his late philosophy, is unique in terms of

frequently appearing theological terms, the word 〈unity〉 is avoided intentionally after this essay, and the relation

between God and man or between individuals comes to be grasped based on 〈contradiction〉. It seems to make a

change not only in Nishidaʼs thoughts on religion but on his thought itself. There is only an interval of four years

between the essay “Eichiteki sekai [The Intelligible World]” (1928) in which the motif 〈unity〉 is left and “Mu no
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jikakuteki gentei [The Self-aware Determination of Nothingness],” and given that Nishidaʼs late philosophy studies

the historical world from the relation between individuals, it is possible to consider “Mu no jikakuteki gentei” as the

turning point of Nishidaʼs philosophy itself.

In “Mu no jikakuteki gentei [The Self-aware Determination of Nothingness],” it is described that “what is

considered as our personality must be absolutely free in its each step; personality exists as the unity of free things”

(6-277), and Nishida takes up 〈personality〉 as a question from the 〈relation〉 between individuals that are

“absolutely free in each of the steps” and finds the movement of 〈love〉 by which those free individuals cross each

other. In “Mu no jikakuteki gentei,” being is thought as “the dramatic unity” (6-277) while it is never united, and the

thought over love according to the motif 〈the unity of self and other〉 is denied. “Generally, love is simply thought

as the unity of self and other, however, … the simple unity of self and other is not love but a kind of impulse”

(6-278). Nishida takes up as a question the structure where the personality that is “free in each of the steps”

achieves “the dramatic unity” in the determinative form of being named “self-determination of eternal now,”

discussing the question again in terms of the paradoxical relation between time and eternity. “When time is truly

considered, it has to be considered as discontinuous continuity. Time has to vanish into the bottom of the present;

time is considered as the unity of contradiction” (6-279). Nishida tries to think over being in terms of the

paradoxical relation between eternity and time by describing the structure where the time “vanishing into the

bottom of the present” is unified at the place where it “vanishes” as “self-determination of eternal now.” The interest

of this study is to take up being as a question in terms of the paradoxical relation between eternity and time,

particularly focusing on love grasped as “the dramatic unity” of time “vanishing into the bottom of the present.”

Nishida admits that his own thoughts on time are sympathetic with Kierkegaardʼs understanding of the instant. “It

has to be like Kierkegaardʼs paradox; we can say that we feel God in the instant when the present determines the

present itself” (6-147). Kierkegaardʼs paradox is the paradox in the instant when man can feel God, and it is called

into question in terms of the way that man is essentially involved in the present in the form of repetition of 〈the

Incarnation of Christ〉 in Augenblick, the instant of looking directly with eyes open. Therefore, the paradox in the

instant is that between God and man in Jesus Christ, and the instant means the moment when God becomes man,

that is, the moment of incarnation. 〈What is never united is united〉 is the paradox, and Nishida tries to see the

relation between eternity and time or God and man in there. However, at the same time, Nishida sees the ultimate

form of 〈love〉 in the paradox that what is never united is 〈united〉. As summarized before, love thought of in

“Zen no kenkyū [An Inquiry into the Good]” is “the unifying action” that is ultimately collected into “the unifying

one,” and the grounds of the possibility of unity were placed on the homogeneity God and man. In “Mu no jikakuteki

gentei [The Self-aware Determination of Nothingness],” however, love is described as “the unity of what is

free…absolutely free in each of the steps” (6-277), which is never united. Nishida sees “absolute love (agape),”

which is the self-contradictory love for which eternal God sacrifices itself in “the unity of what is free” that is never

united, or in that “the instant which cannot be captured determines the instant itself.” In “Watashi to nanji [I and

Thou]” carried in “Mu no jikakuteki gentei [The Self-aware Determination of Nothingness]” as it is described that

“agape is not a longing, but a sacrifice; not a love of humans, but a love of God, not a rise from human to God, but a

descent from God to human” (6-421), love is recognized not as spontaneity and self-development of “the unifying

one” but as the extremely Christian kenosis of God.

2. I and Thou ── Responding to the Calling of “Absolute Other”

In the essay “Watashi to nanji [I and Thou],” an individual is discussed as the one that cannot be an extension of

other or cannot extend other, that is, the one for which “other” is anticipated. Nishida takes up a concrete individual

as a question from the viewpoint of relation with this “other,” presenting the personal relationship between “I and

thou” as a subject. Nishida says, “Something intermediary mustnʼt exist between one and other; the self must
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include the absolute other in the self” (6-380), calling into question something different that is already immanent in

the way the self exists. This saying of Nishidaʼs responds to his mid-term argument about the self-awareness that

“the self finds the self in the self,” but the self-awareness in Nishidaʼs late philosophy appears as what means the

existential structure of the self (and the structure of the world where the self is located). Nishida topicalizes the

self-awareness from the term “the absolute other” 13 mentioning it as follows:

When it is assumed that the self finds the self in the self, it must be assumed that the self finds the absolute

other in the self and it must be meant that the absolute other is just the self. In this sense, what encompasses

those who find and those who are found must be assumed to be the universal of nothingness as the

determination with no determiner. It must be like immediate intermediate or discontinuous continuity. (6-386)

The self is described as having the immediate structure of self-awareness, which clarifies the structure of

self-awareness that the self is itself according to what is not the self, or, in other words, the self is negated by what is

not the self and the self is acquired by the negation. Calling into question the self-awareness with such a logical

structure from the viewpoint of the personal relation between I and thou is the characteristic of Nishidaʼs thought.

“I and thou are absolutely others. There is no universal that encompasses me and thee. However, I am me by

recognizing thee, and thou art thee by recognizing me; thou art at the bottom of me and I am at the bottom of thee. I

am united with thee through my bottom, and thou art united with me through thy bottom; I and thou are united

internally because we are absolutely others” (6-381). Here the concrete way that the self exists is guaranteed by

the different one, and the self recovers itself by recognizing it as “thou.” Of course, it is not an easy argument that

“the absolute other” is equal to a so-called personal man. It means that Nishida does not find 〈the place of absolute

negation where my own self is swept away〉 other than 〈the place of personal relation where “the absolute other”

is recognized as thee〉.

It is the characteristic of Nishida that he calls the place of negation into question in terms of the personal relation

of response. 14

For us what is thought as the absolute other must have the meaning of the representation of ourselves…the

mutual relationship of what is absolutely contradictory must echo each other, that is, respond each other.

Responding means that what determines the self independently in every point unites mutually at the peak of

self-determination, in which the meaning contradictory to the so-called unity of self and other must exist.

(6-392f)

Here Nishida analyzes that “other” which is considered as thee represents itself. In other words, to respond to

what represents the self is to 〈recognize〉 the other as thee, and this responsive relation opens the relation

between individuals that live the one-time present independently in every point. Everything responding to me in

the present is “other” that cannot be the extension of me, in which Nishida finds the primary form of I-thou relation.

Besides, the responsive relation is “not a simple substance of representation; it arises in the place where I and thou

mutually speak of the fact as my self-determination and the fact as thy self-determination respectively” (6-405). It

calls into question the responsive relation in terms of the time theory of the self who lives the present. Nishidaʼs time

theory is the one in which eternity and time cross each other paradoxically in the present, and he tries to discuss

the life of the self who lives the present from the viewpoint of the personal responsive relation in which the past and

the future are faced as “bygone thou” and 〈just coming thou〉 respectively.K

The thought that we find the infinite past in the bottom of ourselves, and besides, the past is determined from
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the future, or time is negated, in the bottom of ourselves must be according to the meaning that what responds

to the self is thee. … The determination of time begins when we find thee as the absolute other in the bottom of

ourselves. (6-418f)

However, if everything the self meets is “thee,” we should always bear infinite responsibility “here now.” Nishida

insists that “even if nature, or reason, is held in the bottom of the self, such a thought is not arisen. … As thou are

found in the bottom of myself and therefore I am myself, I bear infinite responsibility for the bottom of my existence

itself” (6-420). The voice of calling the self in the midst of reality is the one from not the outside but the basis of the

self, and we bear responsibility for how to respond to this different voice. Nevertheless, it is impossible for the finite

self to respond to the infinite oughtness in reality, and the reality that it is impossible to respond to the infinite

oughtness produces an infinite sense of sin about the existence of the self. 15

Nishida opens the religious order by referring to the sense of sin (original sin) that it is impossible to respond to

the infinite oughtness. For Nishida, religion is the most concrete phase of the world of being, and therefore he

pursues the concrete world of being which thoroughly rejects abstraction or universalization by taking up the

sense of sin as a question.

Thou must not be abstract thee that is simply universal; and even if it is historical, it must not be what is

understood as a simply historical fact. It must be historical thee determined from the bottom of me; I am me by

finding historical thee in the bottom of me. … Though it is oughtness, abstract oughtness that is simply

universal is not found; when I find what responds to me as historical thee in my determined historical position,

true oughtness is assumed. Just in this sense, what is personal can be assumed in the bottom of being, and it is

possible to think that the world of being is built on what is personal. (6-420f)

How should I respond to the calling of other that is met in each moment? As one to whom such a task is assigned,

I am me, I am awaken by the calling from thee, and I open the historical world of being while responding to the

calling. Therefore, the world of being is opened in the place where I and thou meet, in which the infinite past and the

infinite future are united.K

3. Calling of “Absolute Other” and “Absolute Love (Agape)”

Nishida thinks that the existence of the self can be called into question in the place where the sense of sin

(original sin) that it is impossible to respond to the infinite oughtness becomes question.

In terms of morality, it is thought as personality that we hold the infinite oughtness in our finite self while

personality cannot be assumed without the sense of sine in terms of religion. However, why does our personal

self have to be thought of as such? Because it means that we hold the absolute other in the bottom of ourselves.

As what is thought to be the absolute other that is held in the bottom of ourselves has the meaning of absolute

thee, we must feel infinite responsibility for the bottom of ourselves and think our existence itself as sin. We

always have deep anxiety and fear in the bottom of ourselves, and the more clarified the self-awareness is, the

more strongly we feel our own sin. (6-419f)

Bringing forth the argument as above, Nishida argues that “the absolute other” he says “kills me” in the bottom of

the self (6-401). The absolute negation working at the bottom of the existence of the self is 〈the calling of other〉

that refuses to be collected by me, but the “other” found “in the self” still has the possibility of going for the

self-extension such as “objective spirit” and “universal spirit.” In this sense, the description of “finding the absolute
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other in the self” is not enough yet, 16 Kand thus Nishida tries to take up the negativity of “the absolute other” by

which we cannot but be tormented by a guilty conscience and consider the existence of ourselves in itself as sin

according to the formula of “finding the self in the absolute other,” using the words “we can find the absolute other

as opposite to an extension of ourselves” (6-424).

Just in the sense that we find ourselves in the absolute other in opposition to finding the absolute other in the

bottom of ourselves, we can think the personal self that truly has original sin in the bottom of the self and

regards the existence of the self itself as sin. And the meaning of so-called agape in Christianity must exist in

there. (6-424, the underlined part is by the person who quoted it.)

Nishida thinks that the self is inversely recovered in the absolute negativity in which the existence of the self is

felt as sin and is considered as “guilt.” That is, he insists that in the immediate directness by the absolute negation of

the self, “I become truly what is me” (6-424).

To respond to the calling of “the absolute other” is to live from the absolute negation, which means that it is

impossible to respond to the calling, and Nishida radically draws the negativity of “the absolute other” as the word

“agape.” Agape is the love of the absolute negation, which victimizes the self. It is the love that is thought of in the

sense that is opposite to the self-extension like Eros. Moreover, as it is emphasized that “agape is not a love of

humans, but a love of God, not a rise from human to God, but a descent from God to human” (6-421), agape means

self-emptying of God which should be said as “kenosis,” or, self-emptying of Christ by the death on the cross

(Philippians 2:6-8). Nishida finds in the way we ourselves exist, which is consistent with Godʼs “agape,” the grounds

that we are awakened by and respond to the calling of other and thus are able to love the other. “Agape” mentioned

by Nishida is the principle of creation that was founded on the thorough self-sacrifice of God. The way for leading to

man from God is the one as Godʼs thorough self-negation, and from the absolute negation Nishida describes the

world of being where I and thou are related with each other, that is, the historical world itself. Such self-negative

Godʼs love is more clearly presented in the text of “Eros and Caritas” by German philosopher of religion Heinrich

Scholz.

Die Menschwerdung Gottes. In der Christuserscheinung. Und welch eine Menschwerdung!K Bis zum Tode am

Kreuz. So manifestiert sich die Gottesliebe. (Godʼs incarnation. In the event of God. What incarnation! Till the

death on the cross. Thus Godʼs love is revealed.) 17 (6-421f)

Nishida describes the negativity of love which faces “the self-determination of eternal now” by citing the words

of H. Scholz, who places the event of incarnation and the Christʼs death on the cross in parallel and thinks that the

historical world of being woven by me and thee is opened in that negation. But it does not mean that transcendental

God exists somewhere away from the I ‒ thou relation. Rather Godʼs agape is the action for opening the relation, and

Godʼs agape is the absolute negation, that is, “the absolute nothingness” in the sense of opening the place where

selfhood is completely swept away. 18

Epilogue

The historical world described by Nishida is a creative world. We can say that it is the world which will be

created newly by the responsive relation between me and thee. In terms of this “newly,” history is opened, and this

“newly” is presented using the term “the self-awareness of absolute nothingness.” “The self-awareness of absolute

nothingness” is, however, the agape as the self-emptying of the absolute being. Agape is the movement toward the
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absolute nothingness in which the absolute being negates itself, and also the movement toward nothingness in

which the absolute includes nothingness in itself and reverses itself toward the relative. Therefore, in the

movement with which everything is vanished and vanishes, everything is created through Godʼs emptying in there.

The self-awareness mentioned by Nishida is the one founded by 〈agape〉, and the argument in [An Inquiry into the

Good]” in which love is regarded as “the culmination of knowledge” (1-199) is presented in the more logically

analyzed form.

However, at the same time, Nishida explicates the argument in “Zen no kenkyū” to develop his thoughts on love in

his last years as the logic of crossing the fall with the expiation, creation and salvation, or negation and affirmation.

God is described as “The God who is able to descend to the most wicked” (11-404), and the historical world is called

into question by Nishida in the deeper argument about the basis of Christianity. In the last of his essay “Bashoteki

ronri to shūkyoteki sekaikan [The Logic of Locus and a Religious Worldview],” he draws the picture of Christ

stepping up to the old inquisitor to kiss him wordlessly in “The Grand Inquisitor” of Fyodor Dostoyevsky's novel

“The Brothers Karamazov” to describe Godʼs agape. In Seville, Spain of the 15th century, which is the time when

vast numbers of heretics were burned to death every day, among the people watching them curiously, Christ

appears in private and performs a miracle secretly. The Grand Inquisitor who found it captures Christ and

thoroughly criticizes and rebukes him.

“How can you deprive us of that authority now? Why art Thou come to hinder us? Tomorrow I shall burn

Thee.” In response, Christ remains silent, never uttering a word, as if a shadow. The next day when he is about

to be released, Christ approaches the old man end kisses him without a word. The old man shudders. (11-462)

While Nishida of course admits that his interpretation becomes the target of criticism saying, “This Christ, silent

from beginning to end like a shadow, is the Christ of what I call immanent transcendence.……It is my own

interpretation,” he clarifies his position by saying that “But a new Christian world may be opened up with the Christ

viewed in terms of immanent transcendence. …… We see the real God where there is no God” (11-462). “Where

there is no God” means the world where “there is no God” that is the ultimate of the self-negation of God. Vast

numbers of people are killed, and among those who enjoy seeing it curiously Christ stands in front of the Grand

Inquisitor who slaughtered the vast numbers of people and kisses him wordlessly. It is just the way of God Nishida

begins to mention as agape, and the form of the world created as the ultimate of agape. The more diabolic the world,

the more the agape of God who stands close to the diabolic world and kisses it with emptying itself is carried

through. While Nishida thoroughly looks into agape logically, he develops focusing on “agape” the logics that can

describe the real world (being) that dies and then arises even diabolically creatively each time.
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2000.

10 As the sentence appeared in “Riso [An ideal]” Vol. 64 (May 1936), I cited it from the old edition of “Nishida Kitaro Zenshu

[The complete works of Nishida Kitaro]” as part of the short piece, not as a letter.

11 Tanaka Yutaka, “Mu no basho to jinkaku ‒ Nishida tetsugaku to kirisutokyo no setten [The place of nothingness and

personality ‒ the contact point between Nishidaʼs philosophy and Christianity], “Riso [An ideal],” Vol. 681, 2008, p. 163.

12 The essay “Eichiteki sekai [The Intelligible World]” is not only the one representing Nishidaʼs mid-term philosophy but also

the one that tried to found the Western metaphysics from Plato according to Nishidaʼs standpoint. Nishida, going beyond the

metaphysics that intuits the idea of truth, goodness, and beauty intellectually, presents in the essay the view of religious

world which goes beyond further the position of God as the transcendental subject. The essay has certainly an aspect of the

thought on religion in Nishidaʼs mid-term philosophy. Kosaka Kunitsugu also positions the essay as Nishidaʼs mid-term

thought on religion in “Nishida tetsugaku to shukyo [Nishida’ s Philosophy and Religion],” Daito Shuppansha, 1994, pp.

199-221.

13 The term “the absolute other” is the one that is intensively discussed in the limited essays (“Jiyu ishi [Freedom of Will],”

“Watashi to nanji [I and Thou]” and “Sei no tetsugaku ni tsuite [On the Philosophy of Life]”) carried in “Mu no jikakuteki

gentei [The Self-aware Determination of Nothingness].” In “Mu no jikakuteki gentei,” “the absolute other” is used in giving a
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keenly highlighted description of the instant of an individual toward it, however, it is particularly formulated as “finding the

absolute other in the self and finding the self in the absolute other” to describe the structure of self-awareness.

14 One of the essays topicalizing the relation of the response between I and thee in which we can find Nishidaʼs change in his

argument over other is Kumagaya Sei-ichiro, “Nishida tasharon ni okeru tenkai ── Kyokanteki icchi kara outouteki

musubitsuki e [Turning in Nishidaʼ s Argument over Other ── from Sympathetic Correspondence to Responsive

Unification],” “Nishida tetsugakukai nenpo [Annual Report of Nishida Philosophical Society]” Vol. 2, 2005, pp. 128-142.

15 Nishida thinks that “the absolute other” as “thy calling” negates the self at the bottom of the existence of the self from the two

aspects; one is infinite oughtness and the other is a religious sin. “As what is thought to be the absolute other held in the

bottom of ourselves bears the meaning of the absolute thee, we feel infinite responsibility in the bottom of ourselves, and the

existence of ourselves in itself is thought to be sin” (6-420). What Nishida describes as “thou” is what puts infinite

responsibility to the self and evokes sin in the self.

16 Shirai Masato, in spite of emphasizing that “It isnʼt meant that transcendental God exists somewhere while 〈I and thou〉

leave the place they respond, says that “the action of negation has to be said as the one transcending us” in the sense that the

action of negation opens the place for the relation with other, and then emphasizes that “If the action of negation is simply a

relative one, it is the negation for me, the selfhood of 〈for me〉 always follows around me, and after all it is impossible to go

beyond myself.” (Shirai Masato, “Hiteisei to toui ── Koki Nishida tetsugaku no tenkai ni mukete [Negativity and

Oughtness ── For the explication of late Nishidaʼs Philosophy],” “Nishida tetsugakukai nenpo [Annual Report of Nishida

Philosophical Society] “K Vol. 4, 2007, p. 146.

17 Translation inside the parentheses is by this writer. Heinrich Scholz, Eros und Caritas: Die platonische Liebe und Die Liebe im

Sinne Des Christentums. Halle: Mac Niemeyer Verlag, 1929, S.49. H. Scholz (1884‒1956) is a German philosopher of religion

who argued and collaborated with Karl Barth from 1920s to 1930s, who is also a Germanʼs first professor of mathematical

philosophy. Considering the fact that Nishida cited this “Eros and Caritas” (1929) in “I and Thou” he wrote in 1932, we can

find that Nishida was greatly interested in Christianity.

18 Nishida says that“what is thought to be the absolute other which determines us from the bottom of us must have the meaning

of historical determination. God reveals the self in the bottom of history” (6-426), understanding that “agape” is Godʼs

revelation of itself through history.
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Nishidaʼs Philosophy and Religious Philosophy

Kosaka Kunitsugu

1. Nishidaʼs Philosophy as Religious Philosophy

Nishidaʼs philosophy can be seen, overall, as religious. As with the philosophies of Spinoza and Kierkegaard, the

essence of Nishidaʼs philosophy is the logic of religious awareness. Nishida considered religion to be the basis and

foundation of all things. He argued that all things both come from and return to religion. In his first work,An Inquiry

into Good, he wrote that “Religion must be included in any work of learning and morality. Morality only comes into

existence on the basis of religion” (Part Ⅰ, Chapter 4) and “when men have not yet been enlightened, they are all

the more religious. The culmination of learning and morality is destined to combine with religion again.” (Part Ⅰ,

Chapter 4) In his posthumous work, The Place of Logic and the Religious Worldview, he wrote “religious

consciousness, as the fundamental reality of our lives, must be the basis of the learning and morality” (ʻShukyoronʼ

3, Bunko 349).

In the final year of his life, Nishida devoted himself relentlessly to the question of self-formation in the historical

world. Nishida was most concerned with the topic of the historical formation of the real world. In this sense, we

should consider Nishidaʼs philosophy as the philosophy of history. The key concepts of Nishidaʼs philosophy were

the following terms: “self-identity in absolute contradiction,” “action-intuition” and “from the created to the

creating.” The idea of “self-identity in absolute contradiction” expresses the intrinsic logical configuration of the

real historical world. Nishida expressed this specifically with formulae such as “one is many and many are one,”

“inward is outward and outward is inward,” and “temporal restriction is spatial restriction and spatial restriction is

temporal restriction.” These express how absolute contradictives that are mutually antagonistic can still maintain

self-identity in the face of this antagonism and contradiction. “Action-intuition” expresses this unceasing

self-formation of the historical world via the work of the individual from the standpoint of the acting agent. In

contrast, “from the created to the creating” expresses this same self-formation via the work of the world from the

standpoint of the world itself.

However, Nishida thought that religion formed the basis of the historical world, and that the historical world itself

has, fundamentally, a religious configuration. He wrote as follows. “Religion is not something that belongs to the

consciousness of individuals. It is nothing other than the awareness of historical life.” (387) “The historical world is

at a fundamental level religious and metaphysical.” (388) Accordingly, Nishida goes so far as to say “To deny

religion means that the world loses its very self and, conversely, that humans lose their humanity and deny their

true selves” (392).

Looking at the work of Nishidaʼs later period, although the length of different works varies, his final sentences

invariably conclude either by discussing the relationship between religion and things that appear at first to have

nothing to do with religion, or by making general statements on religion. This is also true for Nishidaʼs essays

“Self-Identity in Absolute Contradiction,” “Empirical Science,” “Regarding the Objectivity of Knowledge” and
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“Poiesis and Praxis.” This fact alone allows us to fathom the depth to which religion penetrated in Nishidaʼs

contemplations, and the degree of importance that Nishida placed on it.

2. Nishidaʼs Religious View

Nishidaʼs philosophy is generally divided into the four periods of “pure experience,” “self-awareness,” “place,” and

“dialectical world” or “self-identity in absolute contradiction.” In each of these periods, Nishida considered religion

to be the basis of the study of morality. The works in which Nishida showed particular interest in religion and

examined it deeply were An Inquiry into Good (1911) from his early period, A Self-conscious System of the

Universal (1930) from his middle period, and The Place of Logic and the Religious Worldview (completed 1945,

published 1946), which was written in his final years.

Let us therefore attempt to compare and contrast the fourth chapter of his maiden work An Inquiry into Good

entitled “Religion,” a sublime piece of writing on “The Intelligible World” in A Self-conscious System of the Universal,

and “The Place of Logic and the Religious Worldview,” his posthumous work.

Three common points can be identified throughout Nishidaʼs works from each of the periods mentioned above.

These are: 1) Religion is primarily considered in relation to morality, and it is considered to be the extreme of

morality. 2) Religion is not a question of value, but a question of existence ‒ it is considered to be a question of the

whereabouts of the existence of the self. To put it another way, religion is not a question of “how we should live,” but

is a question of “why we exist.” 3) Religion is therefore considered to be a question of the relationship between the

individual and the transcendent. Specifically, it is a question of the likeness-relationship or the oneness-relationship.

There are aspects of Nishidaʼs ideas on this issue that remain consistent throughout his corpus, but there are also

aspects that underwent changes or shifts in focus according to the period, and aspects where Nishidaʼs position

seems to have changed fundamentally. It is possible to use these different aspects to trace the development of

Nishidaʼs religious philosophy.

3. Nishidaʼs Religious View Outlined in An Inquiry into Good

Nishidaʼs religious view, as outlined in An Inquiry into Good, may first of all be characterized as a consideration

from the standpoint of “pure experience.” Pure experience means a complete unity of consciousness free from the

distinction between subject and object. Nishida also thought that “the fundamental unifying force” (the work of

universal consciousness) lies behind individual pure experiences, and that each pure experience is a particular

aspect of the manifestation or development of this fundamental unifying force. This explains why Nishidaʼs theory

of pure experience links both, on the one hand, to William Jamesʼs “radical empiricism,” and, on the other hand, to

the ideas in post-Fichte German idealism, especially Hegelʼs idea of “concrete universality” (konkrete

Allgemeinheit). In the former, subject is object and object is subject, inward is outward and outward is inward, and

in the latter, individual is universal and universal is individual, and one is many and many are one. The theme of

pure experience being free from subject-object distinction makes an appearance in the first chapter of An Inquiry

into Good, which is entitled “Pure Experience,” and its second chapter, which is entitled “Reality”. However, in the

third chapter, entitled “Good,” and the fourth chapter, entitled “Religion,” the emphasis is instead on the

oneness-relationship between the self and the fundamental unifying force (God).

Nishidaʼs theory of religion in this period may be outlined as follows. 1) In An Inquiry into Good, Nishida

emphasizes the likeness-relationship between each pure experience and the fundamental unifying force, or

between the self and God. It is therefore critical towards theism and sympathetic towards pantheism. However,

Nishidaʼs fundamental position was arguably closer to panentheism.
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2) Nishida posits religion as something which, being contiguous with morality, extends out of it, and is its ultimate

end. There is little detail on what it is that severs religion from morality, and how religion is formed by moralityʼs

absolute negation-conversion. Nishida did occasionally mention self-negation in religion, but overall his writings on

the matter do not leave much of an impression. He only goes so far as to briefly touch on the confession of the

protagonist in Oscar Wildeʼs De Profundis, and to address the opportunities for spiritual conversion that are offered

by religion. In contrast to this, Nishida talks at length about the relationship between the God of the foundation of

the Universe and the human self that represents such a God. This relationship is more than a relationship of

likeness: it is a relationship of undifferentiated oneness. In explaining this, Nishida quotes and repeatedly explains

the words of people such as Westcott, Böhme, Eckhart, Augustinus, Hegel, Tennyson, Simmons, Gutei, and Seng

Zhao.

3) With reference to 2), there is little discourse in An Inquiry into Good concerning the opportunities for evil or

the positive meaning of evil. This is because Nishida considered all things to be pure experience and stated that “the

fact of pure experience is the Alpha and Omega of our thought” (Part Ⅰ, Chapter 2). Because Nishida considered

pure experience to be the only fundamental reality, using pure experience to explain all things and believing all

things to be different aspects of the development of pure experience, it would have been extremely difficult to

discuss the existence of evil and any positive meaning it may have.

4) In short, it can be said that at this stage, Nishidaʼs religious view was in the phase of direct manifestations of

religion or religious experience.

4. Middle Period Religious View

Nishidaʼs view on religion during his middle period can be seen in A Self-conscious System of the Universal (1930).

This work has the strongest metaphysical tone of all of Nishidaʼs works. Nishida sets off from the decisional

universal (the natural world) and, based on the subsumptive relationship that exists between the subject (specific)

and the predicative (universal) when making decisions, moves on to the “self-conscious universal” (the world of

consciousness.) He then uses the will of consciousness as a foothold to cross into “the intelligible universal” (the

intelligible world). Furthermore, he passes through the various stages of the intelligible universal to arrive at the

ultimate universal, which is called “the universal of nothingness” (the place of absolute nothingness). This is a

process of climbing up, step by step, a metaphysical staircase leading from the phenomenal world to the real world.

Nishidaʼs religious view is summarized at this final step of the metaphysical staircase. At this stage, Nishida was still

holding firmly to the view that religion is both the foundation and the end of scholarship-morality.

And so, at the extreme end of the self-conscious universal (the world of consciousness), the intelligible universal

(the intelligible world), which subsumes the self-conscious universal, presses further forward from the

intellectual/intelligible universal (the consciousness universal) through the emotive/intelligible universal (the

artistic self), and finally heads towards the volitional/intelligible universal (the moral self). At the deepest reaches

of the intelligible universal, the volitional/intelligible self, that is, the moral self, can be seen. This voluntaristic

tendency is also something that is common throughout each period of Nishidaʼs philosophy.

So the moral self is the intelligible universal that is closest to the place of absolute nothingness, but Nishida

characterized it as a “troubled spirit.” This is the self-contradictory self. The moral self is always in the no manʼs

land between the opposing forces of ideal and reality, duty and desire, good and evil, and value and anti-value.

Then, at the extreme of this self-contradiction, the “troubled spirit” of the moral self undergoes the experience of a

conversion through absolute self-negation. This is considered to be religious consciousness. Therefore, the moral

self and religious consciousness are not directly contiguous with each other. It is here that an absolute rift runs

between them. The moral self and religious consciousness are contiguous with each other only through the medium
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of this absolute rift. One dies to the moral self and lives in religious consciousness.

So what is religious consciousness? Simply put, religious consciousness is the awareness that oneʼs self leads to

absolute nothingness. At the same time, it is the awareness of the place of absolute nothingness itself. Therefore,

religious consciousness, the place of absolute nothingness, and the awareness of absolute nothingness, are all part of

an undifferentiated singularity. The awareness of absolute nothingness in religious consciousness is simultaneously

the awareness of the place of absolute nothingness itself. Here too, the oneness-relationship between the individual

and the universal is advocated. The relationship between pure experience and the fundamental unifying power

(God), which is discussed in An Inquiry into Good, is replaced here by the relationship between religious

consciousness and the place of absolute nothingness, and these are then unified together as the awareness of

absolute nothingness.

Nishidaʼs religious view in this period may be characterized as tackling head-on the question of evil from the

standpoint of the individual, and asserting that the moral self is ultimately destroyed, and that the religious world

appears through this self-negation. At this point, religion has ceased to be contiguous with and extending from

morality, and is instead severed from morality ‒ it is discontiguous. In this sense, by this period, Nishidaʼs theory of

religion was at a phase of religious self-awareness.

Having said this, just as the awareness of absolute nothingness is defined as “the religious experience of the

saying there is nothing that sees and nothing that is seen, form is emptiness and emptiness is form,” in this period

religion was still being considered from the standpoint of the self as self-negating conversion, and there was only a

faint sense in which he also saw it from the standpoint of place as the negation-conversion of the place itself.

5. Nishidaʼs Religious View in His Final Year

In his posthumous work The Logic of Place and the Religious Worldview (hereafter shortened to Religious

Worldview), Nishida presents a clarified version of his final religious worldview. Nishidaʼs religious worldview

during this period is notable for its strong focus on the power of the other(tariki), and for its consideration of religion

from the standpoints both of the self and of transcendence (absolute nothingness). This is well represented by

Nishidaʼs frequent use in this work of the idea of “inverse correspondence.” There are two major themes when

considering Nishidaʼs view of religion in his final year. First, the relationship and the similarities and differences

between “inverse correspondence,” which Nishida first introduces in this posthumous work, and “self-identity in

absolute contradiction.” The second major theme is the relationship between the“absolute oneness,” a term that

appears frequently in Religious Worldview, and “absolute nothingness.”

With the exception of the very last year of his life, Nishidaʼs religious view from his early period through to his

late period occasionally exposes his strong sympathy and leanings towards Shinran, Augustine, and Kierkegaard,

while his views were also heavily colored by the Zen Buddhist idea of self-power (jiriki). The core of this idea of

self-power lies in the full revelation of the true self by way of the self-negation-conversion of oneʼs self. The

quintessence of this is undoubtedly the Zen Buddhist teaching that “upon death all is brought to nothing and then

one is born anew.” Nishida was indicating this understanding himself through, for instance, the gatha of Hakuinʼs

foremost disciple Kanemichi Furugori “When one lets go of the hand upon the edge of the highest cliff, the spade

releases sparks and sets the universe ablaze. The soul is reduced to ash and is reborn. The field then brings forth

ears of rice as always.” If this gatha is considered in Nishidaʼs philosophical language, it is referring to undergoing

the absolute self-negation of oneʼs self, and thereby becoming aware that the very core of oneʼs self is absolute

nothingness.

However, in Religious Worldview, the work from Nishidaʼs final year, religion is characterized as the inverse

correspondence of the self-negating work of oneʼs self and the self-negating work of transcendence. Because this
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work was originally an attempt to provide a philosophical grounding to Pure Land Buddhist belief, it is natural that

the other-power element appears so prominently. However, it is difficult to consider Nishidaʼs tendency towards

this idea of inverse correspondence and faith in the power of the other without taking into account the

unprecedented historical conditions that existed towards the end of the Pacific War. During this period, Hajime

Tanabe, who had until then been a consistent Kantist, worked on the theme of “Metanoetics.” He provided his final

lecture on this in Kyoto University, and published part of this lecture as “My View of the Philosophy of

Kyogyoshinsho.” Also, the international advocate of Zen, Daisetsu Suzuki, wrote On Japanese Spirituality and

developed the “Logic of identity and difference (sokuhi).” Moreover, Kiyoshi Miki continued writing Shinran from

1943 until just before his arrest in March, 1945. This was a time when the individual was all but consumed by a

giant wave that could not be resisted by an individualʼs power. By this stage, it would seem that the individual

consciousness was shrouded in a “what will be will be” type of resignation. This must surely have steered many

thinkers towards Pure Land Buddhism, and in particular towards the other-power faith of Shinran.

Incidentally, inverse correspondence (gyaku taiō) is a concept that represents the mutually negating

correspondence between transcendence and the self (God and humans), or between the Buddha and sentient

creatures. For example, on the one hand there is the voice of sentient creatures who seek the salvation of Amitabha

Buddha, and on the other hand there is the voice of the Buddha calling out to the lost sentient creatures. This

accords with the six-character form of the name of Amitabha Buddha “南無阿弥陀仏” Namu Amida Butsu (“I take

refuge in the Compassion of the Buddha). This name is simultaneously a cry from the side of the sentient creature

for the mercy of Amitabha Buddha, and the earnest wish of Amitabha Buddha, who desires to save sentient

creatures, even if it necessitates descending into hell. The “voice crying for help” from this shore and the

“summoning voice” from the other shore correspond with each other in a self-negating manner. Nishida argues this

very inverse correspondence is the logical configuration seen at the heart of the two kinds of deep faith (Nishu

Jinshin), and the oneness of the receiver and the Dharma (Kihō Ittaikan). From the standpoint of sentient

creatures, this is the faith in the saying “Even the good person attains birth in the Pure Land, howmuch more so the

evil person” and the conviction in the Shinranʼs saying “Through untold aeons of deep deliberation, Amida worked

out the Primal Vow. Its meaning is brought home to me through reflection, and I see it was all for my sake alone.”

This inverse correspondence between the self and the transcendent, or between the relative and the absolute, is

also seen in the Christian idea of “divine kenosis.” Kenosis (κένωσις) signifies “humility or the complete

self-emptying of oneself.” In the New Testamentʼs Epistle to the Philippians, it is written “Who, being in the form of

God, thought it not robbery to be equal with God: But made himself of no reputation, and took upon him the form of

a servant, and was made in the likeness of men” Phil.2:6-7. Looking at it from a human point of view, the scripture

presents the Incarnation of the Son of God is presented as both conviction: “I am crucified with Christ: nevertheless

I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God,

who loved me, and gave himself for me” (Gal.2:20), and faith: “For as in Adam all die, even so in Christ shall all be

made alive” (1Cor.15:22). What may be recognized here is the inverse correspondence based on the mutually

self-negating relationship between the work of God and the work of humans.

Furthermore, Nishida uses the words of Daitokokushi to explain what he means by inverse correspondence

“Though separated for thousands of years, we are not separated even for a second. Though together throughout

the day, we are never together even for a fleeting moment.” This can also be seen as expressing the manifestation of

self-identity in absolute contradiction between the absolute and the relative, between the Buddha and sentient

creatures. The Buddha and sentient creatures are absolutely separated from each other and at the same time are

not at all separated. The things that meet each other at the extreme ends of entirely contrary directions correspond

with each other in a mutually self-negating way. Nishida considered “inverse correspondence” to be the most fitting

term to express this non-dualistic relationship found between the Buddha and sentient creatures.
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From the first instance of this logic of inverse correspondence appearing in Nishidaʼs posthumous work onwards,

the focus of the discussion is the similarities and differences between the logic of inverse correspondence and the

logic of self-identity in absolute contradiction. Nishidaʼs leading disciples, including Masaaki Kosaka, Iwao Koyama,

and Kazo Kitamori, interpreted this as a different type of logic from that of self-identity in absolute contradiction.

They understood it to be a logic that goes beyond self-identity in absolute contradiction, as in the Zen saying “going

a step beyond a hundred feet or the tip of an oar” (Hajime Tanabe also understood it this way). However, the

posthumously-published letters that Nishida wrote in his final year, in particular those addressed to Daisetsu

Suzuki and Risaku Mutai, reveal that the logic of inverse correspondence is not a separate logic from that of

self-identity in absolute contradiction. Indeed inverse correspondence logically radicalizes the “absolute

contradiction” of this concept and, as such, should be considered in tandem with the logic of “everyday depth

(byoujyou tei),” which, likewise, radicalizes the aspect of “self-identity”. This is seen when, for example, Nishida uses

the term “inverse correspondence.” When he uses “inverse correspondence,” he also uses expressions such as

“approach,” “contact,” or “response,” and the words “approach,” “contact,” and “response” seem to contain the

meaning of “self-identity” within them. Likewise, when Nishida used the term “everyday depth,” he was invariably

using the language of “eschatological everyday depth” or “eschatological place, i.e., everyday depth.” Eschatology, as

used here, represents the idea that the beginning and end of history simultaneously exist in the absolute present, so

it seems to contain an “absolute contradiction.” In any case, rather than seeing Nishidaʼs late work Religious

Worldview, as opening up a new avenue and position through the logic of self-identity in absolute contradiction, it is

more appropriate to say this concept was segmented into the elements of “absolute contradiction” and

“self-identity,” and that each element was clarified and specified, with the former relating to “inverse

correspondence” and the latter relating to “everyday depth.”

Furthermore, a notable aspect of Religious Worldview is the fact that the traditional term “absolute nothingness”

fades into the shadows, and the term “the absolute” is used frequently in its place. Why did Nishida use the term

“the absolute” in his final work? Nishida himself has offered no explanation about this. However, if inverse

correspondence represents the implicit relationship of inverse determination between transcendence and the self,

for this transcendence to function, there must be both transcendence that is outwardly manifested (external

transcendence) and immanent transcendence. Nevertheless, it is somewhat awkward to represent outwardly

manifested transcendence (the Christian God and Amitabha Buddha) as “absolute nothingness.” Nishida may

therefore have used “the absolute” as an alternative (Nishida probably believed Amidabha Buddha to be immanent

transcendence rather than external transcendence. His letters from this period also suggest this). Whereas the

Buddha and absolute nothingness are generally regarded as immanent transcendence, and can also be seen as the

noesis of noesis, the Christian God and Amitabha Buddha are generally considered to be noematic. The absolute is

therefore a fitting term for them. The fact that the term “absolute presence” is repeatedly used in the Religious

Worldview is probably related to this.

However, towards the end of Religious Worldview, Nishida quotes from “The Grand Inquisitor,” a chapter of

Dostoevskyʼs The Brothers Karamazov, and presents his own interpretation, expressing the eternally silent Christ

as “the Christ of immanent transcendence,” then writes “A new Christian world may be opened up by the Christ of

immanent transcendence.” The meaning of “immanent transcendence” is somewhat vague, but Nishida

immediately follows it up with the following words. “To think of returning to the Middle Ages is anachronism.

Naturally (jinen hōni), we see the true God in the absence of God.” Reading this, it appears that the God he refers to

is not the God who outwardly manifests transcendence, but the God that is the inside of the inside of the self or the

depths of the depths. This is not Noematic transcendence, but the God that is the noesis of noesis: the absolute limit

of noesis. It is for this reason that Nishida writes: “Naturally (jinen hōni), we see the true God in the absence of God.”

In this sense, the self and God are interrelated. In his letter addressed to Risaku Mutai, Nishida wrote: “I consider
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the world of Pure Land Buddhism to be the world of the sentient creature wrapped up in inexhaustible earthly

passions, the world of the Buddhaʼs adjuration, and the world of the Buddhaʼs adjuration and the sentient creature.”

It ought to be noted that the immanent God and the immanent Buddha are also regarded as both “transcendently

immanent” and “immanently transcendent.” It is generally considered that, whereas Christ is “transcendently

immanent,” the Buddha is “immanently transcendent.” However, Nishida writes at the end of Religious Worldview,

“I think that the religion of the future lies in the direction of immanent transcendence rather than of transcendent

immanence.” Whereas God and the Buddha of transcendent immanence are different in character from the human

self, they are, ultimately, the true self. Here there is no discrepancy between transcendence and the human self.

Both are one and indivisible. In the end, this was surely the characteristic of the transcendence that Nishida had in

mind. This being the case, the expression “the Christ of immanent transcendence” carries with it the deepest of

meaning and has a great many insights to offer.
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Project on the Study of Harmonious Multicultural

Coexistence in Bhutan

Miyamoto Hisayoshi

Bhutan, an Asian country located between India and China, is well known to us in Japan because of the King and

the Queen of Bhutanʼ s visit last year, and because of the famous phrase ʻGross National Happinessʼ (GNH).

However, as can be imagined from Bhutanʼs sobriquet, ʻthe last unexplored regionʼ, much of the countryʼs actual

condition still remains unknown. This is partly because Bhutan once restricted foreign visitors and partly because

only recently has public transportation been developed. Some even argue that the famous phrase GNH does not

reflect the reality of Bhutanese life.

Taking this into consideration, we at the 3rd Unit of the International Research Center for Philosophy (IRCP) at

Toyo University, which assists in the study of the idea of a harmonious coexistence in a multicultural society,

decided to hold a study meeting in order to investigate the nature of religion in Bhutan and as well as the actual

state of this multiracial, multi-religious society. There were seven participants: Miyamoto Hisayoshi, IRCP

Researcher; Nagai Shin, IRCP Researcher; Hashimoto Taigen, IRCP Researcher; Saito Akira, IRCP Visiting

Researcher (Professor at the Graduate School of the University of Tokyo); Inoue Tadao, IRCP Visiting Researcher

(Professor at the Japanese Red Cross Akita College of Nursing); Horiuchi Toshio, IRCP Research Associate; and

Misawa Yuji, IRCP Project Research Assistant. Most of the participants specialize in Indian thought, Buddhism, or

the philosophy of coexistence.

In advance of our field work, we organized two sessions with the aim of learning something of Bhutan from

specialists in the cultural anthropology of the country. We were hoping to hear about Bhutan from a perspective

different from that of Buddhist Studies or Religious Studies.

The first study group session was held on February 20, 2012, with a presentation by Ms. Wakita Michiko (Keio

University), entitled “Outland Tourism − Modernization of Bhutan and the Prospects for the Identity of the

Semi-Nomadic Brokpas.” In Sakteng and Merak, two valleys located in the mountainous border region between

eastern Bhutan and India, there lives a minority ethnic group called Brokpa. Visits by foreigners to the region had

been restricted for a long time; however, those restrictions were removed and tourism to the area started in

September 2010. By focusing on the rapid development of tourism in the region, Wakita pointed out that while the

increase in tourists is expected because of the opening of domestic air routes to eastern Bhutan scheduled for this

year and the improvement in the infrastructure, the inevitable tension between tradition and modernity is growing

in this region as well. In the conclusion to this presentation, Ms. Wakita Michiko said that the future of the Brokpas

deserves attention, especially with regard to whether the people move to reawaken their culture or to assimilate

into the general population of Bhutan and whether the ethnic elite of the Brokpas that have acquired an education

would open new avenues.

For the second study group session, we invited Dr. Miyamoto Mari, Research Fellow at Minpaku Contemporary

India Area Studies, National Museum of Ethnology, to give a research presentation entitled “Bhutan, Making a
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Nation as a Happy Society: the Process of Making the National Attribution and Demarcating the National

Boundary.” Dr. Miyamoto examined how the administrators of Bhutan, who have the difficult job of governing a

nation lying between the two large countries of China and India, have built up the image of Bhutan so that it might

survive as a sovereign entity. To explain this, she divided the process into three periods of time. The first period in

developing the national image was from the 1950ʼs to 60ʼs, during which a nationality law was promulgated for the

first time to subsume farmers and ranchers settled in the territory almost without distinction. The second period

was the 1970ʼs, during which domestic intermarriage was encouraged and the sharing of national language and

history was intended to homogenize people through blood and culture. From the 1980ʼs to 1990ʼs, which was the

third period, it was attempted to substantiate such an “ideal figure of Bhutanese” and, at the same time, to identify

clearly and exclude “others.” It turned out to be the period of excluding others: “Nepalese inhabitants” were then

forced to become refugees in the early 1990ʼs. This entailed an international criticism of the Bhutanese government.

Bhutan, however, started to show its commitment to the protection of the natural environment from this period.

The government constructed the image of the Bhutanese who protect and nurture the “nature” on the basis of the

Buddhist idea that calls for “compassion on all living creatures.” They presented this image externally while

responding to the global trend of environmentalism at the time and announced to slow down the speed of

development. Such a self-representation was widely accepted by Western countries; the Bhutanʼs nature reserves

kept expanding with diverse support by them. Under a variety of information control and the policy to restrain

development, Bhutanese people came to be represented as obedient people with a high sense of happiness who

control their desire and “know they have enough.” However such a self-portrait of Bhutanese people, of course,

does not necessarily represent all citizens. In the latter half of the talk, on the basis of specific instances observed in

field work, the speaker described how a variety of attributes and values that constitute the image of “Bhutanese” as

a “good Buddhist” who is “environment friendly” and “abstemious” sometimes contradict and conflict with each

other. She thus contemplated on the multilayered nature of the portrait of the nation in their everyday life and

plurality of the process through which the image is translated.

Based on the above two study sessions, the 3rd Unit of the IRCP held a “Study Meeting on Harmonious

Multicultural Coexistence in Bhutan” from August 23 to 30, including “Bhutanese Buddhism in Modern Society,”

“The Contribution of Buddhism to Gross National Happiness,” and “The Role of Buddhism in Asia” as subjects of

research. Participants on the Japanese side also gave talks.

At the study meeting conducted in English for two days, we had the Reverends Lopen Gembo Dorji and Lopen

Sonam Bomden from Trashichhoe Dzong (a temple which is the kingʼs office and head temple of Bhutanese

Buddhism led by the Drukpa Kagyu school.) The Reverend Lopen Gembo Dorji, the Secretary General of the

Central Monk Body of Bhutan, gave a talk on the historical background of Bhutan Buddhism. He explained first

that, under the tradition ofmahamudra or great seal, to which he belongs, samatha and vipassanawere emphasized,

and then everyone at the meeting practiced susokukan, which is a meditation method focused on breathing.

Prof. Miyamoto first explained the concept of multicultural coexistence, which was the focus of this study

meeting. Prof. Saito then made a presentation entitled “Religion and Peace: Focusing on Buddhism.” Dr. Horiuchi

then presented a paper entitled “Mind-only in Asangaʼs Mahayana-samgraha.” Profs. Hashimoto, Nagai, and Inoue

gave talks and took questions concerning the topics of harmonious coexistence in a multiethnic society, Buddhism

and phenomenology, and humanity and harmonious coexistence, respectively. Project Research Assistant Misawa

also gave a talk describing the high interest concerning Bhutan in Japan.

Another major objective of this study project in Bhutan was a field survey for examining the actual state of

Bhutan, which has recently drawn attention as “a country of happiness,” and obtaining knowledge for “harmonious

coexistence” of multiple cultures and religions. The visit and survey were limited to three places in western Bhutan

and conducted in Thimphu, the capital of Bhutan, Punakha, the old capital, and Paro, the only place in Bhutan that
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has an airport. Considerable results were obtained by visiting many lhakhang (temples), dzong (literally means

“fortress” but which are now used as governmental offices and temples), nunneries, and national monk schools

during the period of survey. Descriptions of field work conducted in Bhutan, where the national religion is Tibetan

Buddhism, also inspired considerations of various subjects, such as the “coexistence of the nation and religion” and

“religion and happiness.”

Journal of International Philosophy No. 2 2013 293



The Lho-Druk Tradition of Bhutan

Gembo Dorji

Bhutan, the Land of Happiness was blessed by Ugyen Guru Rinpoche in the beginning of the 9th Century. After

that, great masters like Langchen Pelgi Singay, Drubchen Dampa Sangay, Ngokton Choeku Dorji, Zhang Tsundroe

Drakpa, Lorepa Drakpa Wangchuk, Phajo Drukgon Zhigpo, Maha Pandit Nagi Rinchen, Drupchen Thangthong

Gyelpo, Treasure Discoverer Dorji Lingpa, Matchless Gyelwang Choeje, Choeje Drukpa Kunleg, Eminent Ngawang

Chogi Gyelpo, Gyelse Ngagi Wangchuk, Mipham Chogyal, Mipham Tenpi Nyima and Zhabdrung Ngawang

Namgyal came to Bhutan from India and Tibet. Great accomplished Masters like Treasure Discoverer Pema

Lingpa, Dungse Ngawang Tenzin, 70 nos. of Je Khenpos and many more took birth in this country. Thus a unique

religious tradition was set up and was well preserved undiluted even to this day. Drukpa Kargyud tradition is the

state religion and the tradition of the Sangha of Bhutan.

History of the Kargyud Tradition

The Kargyud tradition highlights the unbroken chain of oral instructions passed down from master to student. The

word “Kargyud” means “the lineage of the oral instructions.” The Kargyud Lineage traces its origin back to Buddha

Shakyamuni through accomplished masters namely Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa and Gampopa or commonly

known as Dagpo Rinpoche. The Dagpo Kargyud of Gampopa further developed into four lineages called Barom

Kargyud, Tshelpa Kargyud, Kamtshang Kargyud and Phagdru Kargyud.

From Phagdru Kargyud, eight additional schools developed namely Drigung Kargyud, Taklung Kargyud, Lingre

Kargyud, Yarsang Kargyud, Throphu Kargyud, Shugsep Kargyud, Yelpa Kargyud and Martshang Kargyud.

Lingre Kargyud later became known as the Drukpa Kargyud during the time of Tsangpa Jare. This regrouping

happened due to the growth of sheer number of practitioners. It was believed that, the tradition spread as far as

eighteen days flight by a vulture. Therefore, it was known that half of the population were Drukpas, half of the

Drukpas were ascetic vagabonds and half of the ascetic vagabonds were Sidhas.

The Drukpa Kargyud Tradition

Drukpa Kargyud further developed into three sections; the Toed-druk, Bar-druk and the Med-druk. The

Bar-druk also grew into two traditions known as Boed-druk and Lho-druk. The Bhutanese tradition is the

Lho-druk tradition emphasizing on the practice of nine deities and five sealed sacred instructions. The practices on

the nine deities are: Vajrasattva, Aksobhya, Amitayus, Avaloketesvara, the Innate< Chakrasamvara, the 13 Deity

Chakrasamvara, Vajrayogini, the Wrathful Vajrapani, and the Dharma Protectors led by Mahakala.

The first of the Five Sacred and Sealed Instructions is Mahamudra, the Great Seal of Emptiness, an exalted

meditation on the nature of mind.

The second is meditation on the Six Yogas of Naropa. They are: Yoga of Psychic Heat; Yoga of Illusory Body;
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Yoga of Clear Light; Yoga of Consciousness Transference/Transmigration of the Soul; Yoga of Dreams; and Yoga of

Intermediate State.

The third is the instruction series on the Six-fold transmission of Equal Taste or six instructions on experiencing

the single taste of all phenomena. They are: taking conceptualization as a path; taking delusions as a path; taking

illness as a path; taking gods and demons as a path; taking suffering as a path; and taking death as a path.

The fourth is the Seven-fold teachings bestowed by the seven Buddhas to Tsangpa Jare Yeshey Dorji. This

practice is very exclusive to the Drukpa Tradition only and still practiced in Bhutan. The uniqueness of this

practice is that, the practice consists of seven Buddhas, seven receivers, seven teachings, seven circumblances,

seven prostrations and seven Mandala offerings practiced for seven months and seven days.

The fifth one is the Guru Yoga. This is the most essential and base practice for all other practices mentioned

above. This Sadhana deals with the profound path of propitiation of the Guru.

Arrival of Buddhism in Bhutan

Buddhism first came to Bhutan in the 7th century during the reign of Songtsen Gampo< (629-710), the 33rd Dharma

King of Tibet. He built hundreds of temples in and around Tibet to obliterate the negative forces or energies

prevailing in the region due to the geographical location and position of the land. It was believed that eleven temples

were built in Bhutan of which eight are still intact and visible. They are Lhakhang Karpo and Lhakhang Nagpo in

Haa district, Kechu<Lhakhang and Pelnang or locally known as<Pana Goenpa in Paro, Jampa Lhakhang,

Anu<Lhakhang, Geney Lhakhang and Chuchi<Lhakhang in Bumthang district. It was believed that Songtsen

Gampo built these temples in Bhutan to mark his return to Bhutan as Zhabdrung Ngawang Namgyel. Songtsen

Gampo was the 3rd and Zhabdrung was the 12th in the line of successive reincarnation of Avaloketeshvara as per

Phunsum Tshogpa, affirmed by the omniscient Padma Karpo.

The Lhodruk Tradition

But ever since arrival of Zhabdrung Ngawang Namgyel, the Father of Bhutan in 1616, Buddhism became the

source of peace, happiness and unity for Bhutan. The first Dzong was built in 1621 at Cheri and the Sangha was set

up. It became the basis for development of so many unique culture and tradition. Then gradually the duel system of

governance was set up and Buddhism became the state religion of Bhutan. The “Drig Lam Chos Sum” or the code of

conduct, the culture and the Buddhist belief became the three fundamental ethics of Bhutanese tradition.

This Lhodruk or the Bhutanese Buddhist belief comprises of two categories, the tradition of the great fathers

known as the “Phachos” and tradition of the sons or succeeding followers known as the “Buchos”.

The Phachos comprises of “Dam-ngag Dongpo Sumdril” or the Three Sacred Sources of Instructions, namely:

1. Togpa Gampoi Lugs ̶ The source for view or philosophical stand, the teachings of Mahamudra etc. was

handed down to us from Choeje Dhakpo Lhaje, Gampopa Sonam Rinchen, the Sun-like disciple of the great

Yogi Milarepa.

2. Dam-ngag Rechung Lugs̶ The second source for sacred instructions, such as the sixfold transmission was

handed down from Rechungpa Dorji Drakpa, the Moon-like disciple of Milarepa.

3. Tendrel Khowo Lugs̶The third source for the seven sacred instructions bestowed by the seven Buddhas

originated from Choeje Tsangpa Jare Yeshey Dorji, the founding father of Palden Drukpa Karguid tradition.
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The Buchos comprises of “Gar Thig Yangs Sum”. Gar refers to various ritual dances. Thig refers to creations of

Mandalas and vocational training such as paintings. And, Yangs refers to ritual chants and usage of various musical

instruments. These are very distinctive and unique from other traditions prevailing elsewhere in the world.

Ritual and simple practices

Ritual services in our Bhutanese tradition are very unique and vast. We have over seventeen volumes of ritual texts

performed uniquely different from any other tradition in the world. Musical instruments and their usage are also

typically different from that of even the Tibetan traditions. Though we share many of the ritual texts, the musical

cadence and melody are distinctively different. These were developed in 17th century during the reign of

Zhabdrung Ngawang Namgyel, the Father of Bhutan and Gyelse Tenzin Rabgay, the First Regent.

The Dharma is a path that cleanses all defilements such as attachment, anger, ignorance and so on those are in

the minds of all sentient beings. It is a method that liberates sentient beings from endless suffering of Samsara and

leads them toward enlightenment, the state of perpetual bliss. It is a path that avoids harming others and

concentrates only on benefiting others.

Suffering takes so many different forms in this world. We feel there is little we can do to stop it. Apart from

sickness, old age and death, we have wars, environmental disasters and poverty. Our mind or inner consciousness is

also troubled constantly by the disturbing emotions. So, as sentient beings, we wish for some miracle to happen and

transform all this misery into a world of happiness and peace.

According to Vajrayana tradition, this is possible through simple practices-making aspiration prayers,

dedicating the merit, and rejoicing in virtue. It is beyond just a simple good-hearted or well-intended gesture.

These practices are very powerful skilful means for affecting positive change. When practiced with sincerity, they

lead us beyond our limited notions of self and other, and therefore, awaken our wisdom and compassion.

Throughout the ceremony, the union of compassion and wisdom are never lost. This philosophy can actually work

miracles. We can see the state of our own mind and the profound state of all phenomena, the emptiness including of

our own emotions. All these components are integrated in the chant or the ritual music.

As a result of gaining greater understanding of our emotions, we develop more profound skills to monitor and

transform them. We gain the ability to change the emotions that usually disturb our mind and perpetuate habitual

patterns. Since emptiness is the nature of phenomena, we can make progress and realize emptiness through

practice. If emptiness were not the actual true nature of phenomena, it would be an illusion and practice would

bring no result. But emptiness is the state of all phenomena and therefore these ritual services lead the practitioners

and all those associated with them towards seeing, hearing, feeling and visualizing achieve peace, tranquillity and

attain enlightenment.

The four different approaches

Coming back to the practical part of the Dharma - there are four different methods or ways of approach:

1. Viewing the lower realms as suffering and craving for birth in the upper realms. This is called the ʻPerfect

Mundane Vehicleʼ. The essence and key to this practice is to have a strong faith in Karma, the law of cause and

effect.

2. Understanding the whole Samsara as suffering and opting for self liberation. This is called the ʻBasic or Root

Vehicleʼ. The key essence to this practice is to take refuge in the Triple Gem (Buddha, Dharma and Sangha).

3. Seeing Samsara as suffering and choosing the complete Liberation of all sentient beings. This is called the
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ʻMahayanaʼ tradition. The key essence of this practice is the generation of Bodhicitta for all sentient beings.

4. Looking at the very nature of all phenomena and existence, and realizing enlightenment. This is called the

ʻVajrayanaʼ. The key essence of this practice is Guru Yoga or Devotion.

The first three takes the cause as path. They are called the< Sutrayana. The fourth takes the result as path. This is

called the Tantrayana or Vajrayana. The Sutra approach looks at the source of enlightenment, which is the

accumulation of merit and wisdom. The Tantra deals with the means and methods directed towards realization of

the natural state of one's own mind which is the ultimate attainment.

Conclusion

As we know, Buddhism is a religion that deals with human nature; it is the philosophy of mind and therefore of

creations. The tradition deals with the philosophy of wisdom and emptiness through appropriate reasoning and

systematic approach. It also deals with various means and methods directed towards the realization of the natural

state of our individual mind. Thus, Buddhism enables one to get enlightenment by using powerful means such as

music and chants. If one is very diligent in these practices, he or she can achieve full enlightenment within one

lifetime.

THANK YOU AND TASHI DELEK
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Spirituality & Happiness

Gembo Dorji

Buddhism defines happiness as the state of mind that enjoys inner peace and is contented. A state of well-being

that the great Indian Pandit Nagarjuna, in one of his compositions, explains:

There is no treasure like contentment. Of all the types of wealth, it is contentment,

Which was told by the teacher of god and men, which is the most supreme.

Strive for contentment and should you achieve it,

Even without material wealth, you will truly have found your fortune.

The concept of Gross National Happiness (GNH) has been widely promoted and discussed in recent years in

Bhutan and has even caught the interest of intellectuals, social scientists, and politicians throughout the world.

Seminars and conferences on GNH over the years have served to highlight the importance of catering to the social

development of the nation, including the spiritual health of its citizens as well as the promotion and preservation of

its unique culture. While conventional development models stress economic growth, the concept of. GNH is based

upon the premise that true and sustainable development of human society takes place when material and spiritual

development occur side by side which serves to complement and reinforce one another.

Bhutan as the foremost proponent of this concept, places economic self- reliance, environmental preservation,

cultural promotion, and good governance as the foundation for bringing happiness into the lives of its people. We

believe that Happiness can be achieved by promoting these four pillars of GNH.

According to Buddhism, the cause of happiness is virtuous karma, the law of causality and delusion. Our entire

experience of the physical world is simply a projection of our mind. Since it is a production of our karmic mind, the

experience will exist as long as we remain in samsara. Positive, virtuous and beneficial actions result in happiness in

the present life and a higher rebirth in the next life. Unwholesome deeds or bad karma beget sufferings in this life

and rebirth in the lower realms. Therefore, happiness can be achieved through acts of virtue and selflessness in this

life. Buddha said in the White Lotus Sutra:

The external world is formed and created by Karma

The inherent sentient beings are born from the seed of Karma.

The four pillars of GNH can then be considered as conditions for attaining happiness and well-being of a nation by

the creation of good karma.

The definition of happiness for most people is based upon having physical comfort and fulfilling their needs and

desires, such as, driving a car, having a big fat bank account, owning a plush home, taking vacations to exotic locales

and eating gourmet food. These superficial and impermanent attainments can be brought about by the judicious

application of the indicators of GNH. The other happiness, which is founded on the attainment of a deeper mental
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contentment, can only be brought about by applying oneself to the practice of the Dharma.

The Buddha said in the Sutra, Instructions to the King:

As the moment comes for you to leave, Oh King!

Neither material wealth nor dear friends and relatives will follow.

And wherever one travels henceforth,

The Karmic deed is all that follows, like oneʼs own shadow.

The great Tibetan yogi Milarepa sang this song to Langom Repa:

He who has a thorough Realization, at ease in the self-sustaining Reality, is ever joyful.

He who is enslaved by his desires, insatiable and always longing, is ever sad.

Bhutanese clergies have always taken upon themselves the burden of bringing about happiness and social harmony

to the community. Looking back in history, Zhabdrung Ngawang Namgyal unified Bhutan during the 17th Century

and created its first formal government, the Dual System of Governance. This system of governance combined both

the secular and religious which complemented one another and worked together for the benefit of Bhutanʼs citizens.

Zhabdrung created the laws of the land based upon the sixteen principles of moral conduct and the ten virtuous

deeds, which had been previously developed from the teachings of the Buddha, which gave these laws a distinctive

religious flavor. The codified laws took into consideration the material and spiritual rights, benefits and

responsibilities of both individual citizens and the greater communities.

In fact, by adhering to the laws of the land, one could put into practice the Bodhisattva ideals and enrich oneʼs own

spiritual training. The rules and regulations are steeped in Buddhist teachings and at their core is the practice of

benefiting other beings. The great Indian philosopher Shanti Deva highlights in the Bodhicaryavatara that;

All those who are unhappy in the world are so as a result of their desire for their own happiness. All those who

are happy in the world are so as a result of their desire for the happiness of others.

Contentment, the source of genuine happiness and inner peace is characteristic of true Dharma practitioners. The

dissatisfaction, unhappiness and frustrations that we so often encounter and create in our daily lives, which are

materially developed, tend to be absent in most monastic communities. In going forth from home to homelessness,

the clergies seek to abandon attachment to worldly life, but in so doing also take on the responsibility of bringing

psychological well-being to the community.

The Bhutanese clergy has a clear distribution of roles and functions in regard to their pastoral responsibilities.

For the most part members of the clergy are engaged in providing spiritual services to the lay communities in

times of death, sickness, as well as on joyous occasions, such as marriage and job promotion. It is the presence of the

clergy that helps to assuage their fears, weaknesses, anxiety and desperations during difficult periods as well as

enhancing their joy and confidence in good times.

On the other hand, there are those who dedicate their lives to prayers and practice in inaccessible and remote

mountain hermitages. By forsaking material comforts, these practitioners work towards fulfilling their goal of

gaining enlightenment in order to come back to better serve all sentient beings. Happiness, or the joyous state of

mind, has always been a recurring metaphor in religious literature for yogic attainment. Milarepa, the Divine

Madman and many other yogins, both in Tibet and in Bhutan, have sung often about the joy of liberation and of

sublime bliss. It may surprise most people that these materially poor practitioners could be so happy even without
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the basic necessity and comfort. The answer may be that they have found complete contentment through practice.

For the most part, a majority of the members of the Bhutanese clergy contribute three quarters of their time

towards the performance of religious ceremonies and rituals for the welfare of the State and its people. The

objective of these religious engagements is to promote the peace, prosperity and well-being of the country and its

citizens. Many Bhutanese take for granted these religious engagements and view them as the responsibility of the

clergy. They often do not take into consideration that the large number of monks who participate in these daily

rituals and ceremonies are in truth deprived of the opportunity to engage in more meaningful and profound

Dharma practice and training. The monastic body is willing to make this sacrifice in order to satisfy the needs of the

country and its people.

In addition to imparting academic and life skills training, monastic education is an avenue to train youths to be

compassionate, loving, kind, and non-violent. The curricula in the monastic institutions serve to build a solid

foundation in humane value based education, thereby contributing toward a more altruistic frame of mind and

practice. The benefits of a monastic education, including providing knowledge and contributing to the social

development of the country, has prompted the monastic hierarchy to open its doors to aspiring monks and nuns

throughout Bhutan. The monasteries accommodate all those who come specifically seeking a religious education as

well as those who come because they do not have access to a secular education.

The contribution of the Bhutanese clergy toward the promotion and preservation of culture is very significant.

The monasteries have for centuries educated and trained the Bhutanese population long before the establishment

of secular schools in the mid-twentieth century. The preservation of most forms of arts and crafts, dance, drama,

literary and traditional practices have been the handiwork of the monasteries and the religious leaders. In fact,

monk scholars have been at the forefront of documenting and preserving the history and tradition of the country.

As Buddhists, we believe that the root of happiness can be found within oneself and in order to find this

contentment one must practice the dharma. Therefore, the monastic body should play a larger role in achieving.

GNH by having a more active role as spiritual guides to the Bhutanese people in order to shift the focus away from

temporary material happiness to everlasting inner contentment.

Throughout the history of Bhutan, the monastic body has played an integral part in the development of the

country as well as the preservation and promotion of Bhutanese culture. Even during the time of Zhabdrung

Ngawang Namgyal, his vision could not take place until the establishment of the Sangha which became the base for

the unification of Bhutan. It is only appropriate that at this time of great change that the monastery continue to be

involved in the development of the country in order to ensure a balance between the spiritual and the secular needs

of the people

Through the blessing of attaining the three Kayas of. the Buddha

Through the blessing of the unchanging truth of the. Dharma

And through the blessing of the unwavering aspiration of the Sangha

May all our prayers be fulfilled.

Tashi Delek
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The Fact of Self-Awareness and Its Development:

The Question of Self-Awareness in the Later Nishida

Shirai Masato

Preamble

The word “self-awareness” (jikaku 自覚) is a word that is also used in everyday speech. For instance, we may hear

people say as they reflect on themselves, “I lacked self-awareness as a teacher.” In our daily lives we act with a

self-awareness of our role in accordance with the circumstances. In this sense it could be said that we live in a state

of constant self-awareness. But the meaning of self-awareness in the philosophy of Nishida Kitarō 西田幾多郎 is not

limited to this everyday meaning of the word. “Self-awareness” was also an issue for him in connection with the

methods of scholarship and philosophy. 1 It could thus be said that “self-awareness” is an important concept in

Nishidaʼs philosophy, extending from our everyday experiences right through to the methods of philosophy. In this

essay, dealing with this concept of self-awareness, I wish to clarify from various angles the workings of

“self-awareness” in the philosophy of the later Nishida.

While questions concerning “self-awareness” were an important subject in Nishidaʼ s philosophy, they have

tended to be taken up chiefly in connection with his early book Intuition and Reflection in Self-Awareness (Jikaku ni

okeru chokkan to hansei 自覚に於ける直観と反省), and “self-awareness” has been treated, so to speak, as no more

than a transitional issue prior to his engagement with the question of “place” (basho 場所). 2 Further, when dealing

with “self-awareness” in his later writings, it has been taken up in terms of his theory of scholarship, and the fact

that it also encompasses everyday experiences has been overlooked.

Based on the above concerns, I shall in the following examine details of the “fact of self-awareness” (section 1),

elucidate self-awareness in terms of everyday experience (section 2), deal with the question of self-awareness in

relation to Nishidaʼs theory of scholarship (section 3), and discuss the question of self-awareness in terms of the

methodology of philosophy (section 4). 3

1. What Is the Fact of Self-Awareness?

In his later years, Nishida Kitarō regarded self-awareness as an undeniable fact. In order to elucidate the concept of

“self-awareness,” let us begin by examining details of this “fact of self-awareness.”

Nishida discusses the fact of self-awareness in relation to the starting point of philosophy. In his essay “On

Self-Awareness” (“Jikaku ni tsuite” 自覚について [1943]), written in his final years, Nishida writes: “I think that,

as a science clarifying the source of our knowledge and actions, philosophy must proceed from an indubitable

standpoint. Philosophy must be a science of first principles.” (10: 557) 4 In other words, for Nishida philosophy is a

science of first principles from which various other things evolve. This means that the starting point from which
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these various other sciences evolve must be “an indubitable standpoint” that is unwavering, for if it were a starting

point open to doubt, then that which evolved from it would also be open to doubt. 5

From this characterization of philosophy by Nishida there is drawn the conclusion that philosophy is that which

encompasses a “thinking self.” If a thinking self is lacking, then philosophy cannot become a “science of first

principles” from which various sciences evolve. But is it possible for a “thinking self” to think about the “thinking

self”? Nishida answers this question in the following manner: “…. It is impossible for us to deny the fact of

self-awareness, and in the fact of self-awareness to think of that which thinks is already a self-contradiction in the

logic of objects” (10: 557). What Nishida here calls the logic of objects is a form of logic that deals with objects.

Because it is a form of logic that deals with objects as opposed to subjects, it cannot discuss the subject per se.

Therefore, it is not possible to deal with the “thinking self” from the standpoint of the logic of objects.

What, then is the “fact of self-awareness” when it is said that “it is impossible for us to negate the fact of

self-awareness”? Let us follow Nishidaʼs reasoning a little further. He describes a standpoint transcending the logic

of objects in the following manner:

It must be the historical selfʼs standpoint of poiesistic self-awareness, its standpoint of self-awareness of the

creative self. From such a standpoint we reflect on the self. Here there must be an indubitable starting point.

Moreover, this does not mean to proceed from the self, but to proceed from the world, for the self, as something

that acts, is reflected on from the standpoint of the world. The very act of doubting must be done in this world.

(10: 557)

The first point one notices is that to be self-aware of the self is said to be possible in the form of “poiesistic

self-awareness” or “self-awareness of the creative self.” “Poiesistic” means “productive,” and so poiesistic

self-awareness is to be self-aware through the act of making things. This self-awareness is, moreover, said to be

achieved from the “standpoint of the world” as “something that acts.” “Acting” in this case presumably means a

productive mode of being such as that described as “poiesistic” or “creative.” Furthermore, this is not a

self-awareness that views the self from the position of the self, but a self-awareness that views the self from the

world.

Let us summarize the above discussion of details of Nishidaʼs “fact of self-awareness.” The first point is that the

fact of self-awareness does not become possible by means of a “logic of objects” dealing with objects. In addition, as

is indicated by the terms “poiesistic self-awareness” and “self-awareness of the creative self,” it is a self-awareness

that operates in the midst of the act of creating things. Lastly, this kind of self-awareness is a self-awareness that

proceeds not from the self, but from the world, and it is, so to speak, a self-awareness that discovers the self from

the standpoint of the world. In the next section, I shall discuss acting and discovering the self from the position of

the world.

2. The Act of Making Things and the Act of Being Self-Aware

In “The World of Physics” (“Butsuri no sekai” 物理の世界 [1944]), the next essay Nishida published after “On

Self-Awareness,” he briefly summarizes the arguments put forward in this earlier essay.

We are aware of our self as something that creates and is created, and objective cognition is established as the

self-determination of the creating and created world. The contradictory self-identity (mujunteki jiko dōitsu 矛

盾的自己同一) of the inner and the outer is what is meant by creating and being created, and assuming that the

world there determines its own self, there must be a reflecting and a being reflected, there must be a reflecting
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of itself by the world, a self-awareness of the world. From the standpoint of our self, acting is seeing and seeing

is acting in terms of the historical body and action-oriented intuition (kōiteki chokkan 行為的直観). That we see

things by means of action-oriented intuition means that the world reflects the world itself. Our self-awareness

is the self-awareness of the world itself. (11: 21)

This is a rather condensed passage, but the statement that self-awareness exists as “something that creates and

is created” means that, as was seen in the previous section, self-awareness arises in the act of making something.

This self-awareness thus has three characteristics. First, this act of making is also described as the “contradictory

self-identity of the inner and the outer” and is alternatively referred to as “a reflecting and a being reflected.”

Secondly, it is also said that this act of creating and being created is such that “acting is seeing and seeing is acting”

in terms of “action-oriented intuition” (or “acting-intuition”). Thirdly, it is further said that it is a self-awareness of

the world in which the world reflects the world itself.

In order to clarify the meaning of these three characteristics, let us first briefly consider the second,

action-oriented intuition. 6 Action-oriented intuition is defined as “acting is seeing and seeing is acting.” This can be

considered in terms of our everyday experience. Our actions always become possible in conjunction with the act of

seeing (intuition). Let us consider, for example, the building of a house. In order to build a house, one first needs to

see the site where the house is going to be built. The plans for the house are drawn up with due attention being paid

to objective conditions such as sunlight, drainage, topography, and climate. Then building materials suited to these

objective conditions are selected and the house is built. It is through seeing that the act of building a house becomes

possible. But at the same time this “seeing” is impossible without the act of building the house. It was precisely

because we set about building a house that we saw the objective conditions of the site and saw suitable building

materials. In this sense, “seeing” became possible in the act of making. Furthermore, through the act of building a

house we came to see the built house. “Acting is seeing and seeing is acting” thus means that it becomes possible to

make something through seeing and that thing is seen through the act of making it.

Why, then, is this action-oriented intuition said to be the “contradictory self-identity of the inner and the outer”

that “creates and is created”? Let us consider the first point regarding the above quotation, again with reference to

the example of building a house. To “create” something starts from something that has been “created.” When we set

about building a house, we did not come up with the idea of a house out of a vacuum. There is a tradition that people

build houses when they settle in a certain locality, and it was in the context of this tradition that we thought of

building a house. For instance, nomads move together with their animals and put up tents instead of building

houses. Our act of “making”̶in this case building a house̶had been defined by society and history. Consequently,

when making something, we start out from a socially and historically “created” state. But at the same time we build

a new house that has not previously existed. Referring to different kinds of houses that have been built in the past,

we build a new house that incorporates our own new ideas and new technologies. In this sense, we shift from “that

which has been created” to “that which creates” and add something new to society and history.

This act of “creating and being created” can also be described as an act that links the inner and the outer. The

social and historical traditions that drive us to build a house and the various objective conditions that need to be met

in order to build a house, all of which are external to us, and our inner desire to build a house become one and the

house is built. The house that is actually built gives expression to societyʼs historical tradition of building houses and

to external conditions that impose restrictions on the houseʼs possibilities. But at the same the house is also an

expression of our inner desire to build a house and a form of self-expression reflecting our own ideas. In this sense,

the inner and the outer are linked through the act of making.

This type of link corresponds to the meaning of “identity” in the term “contradictory self-identity.” However, one

needs to take note of the fact that it is said to be “contradictory.” The fact that the house is socially and historically
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defined and is defined by external conditions means that our own arbitrary wishes are completely negated. It is

impossible to build a house freely in any way we like. Insofar that we do not control everything and cannot do as we

please, this could be described as a negation of our self. 7 But at the same time, regardless of any tradition of building

houses, and even if all the external conditions are satisfied, it is impossible for a house to be built spontaneously

without our involvement. What is more, the newly built house is a new house that did not previously exist and

reflects our own ideas, and it is a unique house unlike any other. In other words, our building of a house means that

we negate the given reality of there being no house on that site and add anew a house as a form of our

self-expression. The given reality negates our self. But at the same time we negate the given reality and reshape it

by building a new house.

Now, what sort of self-awareness arises from this “creating and being created”? This can be understood from the

fact that it is rephrased as “reflecting and being reflected.” Through the house that was created as an expression of

our self we become aware of our self. Through the house that was actually built we may realize that “I wanted to

live in a house like this.” Alternatively, through our dissatisfaction with the house that was actually built we may

realize that “I didnʼt really want to live in a house like this, but in a different house.” Through the house that was

built our self is able to gain a true self-awareness of the type of house in which we wanted to live. When the house

that we have created exists as an expression of our self, it functions as a mirror reflecting our self. With that which

we have created acting as a mirror, we become aware of the self reflected therein. Therefore, Nishida writes as

follows:

Our true self-awareness is not established by reflecting on our self within and, on the contrary, it is established

by reflecting the self without. From the standpoint of the contradictory self-identity of what is created and

what creates, we truly reach self-awareness expressively, formatively (by means of action-oriented intuition)

as an individual self. (10: 421)

Through that which we have created as a form of self-expression we become aware of our own self. By reflecting

our self on what we have created, we come to know our own self. But what needs to be noted here is that Nishida

says, “assuming that the world there determines its own self, there must be a reflecting and a being reflected.” It is

not just our own self-expression, but also the self-expression of the world reflecting the world. This point concerns

the third characteristic mentioned above, namely, the “self-awareness of the world.” Let us consider this point in a

little more detail.

Building a house is not just a form of our self-expression. As was the case with the above example of nomads, the

act of building a house also reflects social and historical circumstances. In the case of the social circumstances of

nomads, one would not build a house. Building a house reflects a social and historical background of building houses.

In addition, were one to build a wooden house, this would give expression to the fact that one belonged to a tradition

that differed from a tradition of building brick houses. Furthermore, a house built today also expresses todayʼs

world, reflecting the technology of the present-day world. The roof that might in former times have been thatched

is now a roof with solar panels. This expresses contemporary technology and also expresses the contemporary

trend to place importance on renewable energy. In this sense, building a house is also an act of reflecting the world.

Moreover, because the event of building a house is itself also a world event, building a house signifies a state of

affairs in which one reflects the world in the world. In this sense, “The fact that we see things by means of

action-oriented intuition means that the world there reflects the world itself. Our self-awareness is the

self-awareness of the world itself.” Our various actions are actions that give expression to the world in the world,

and the fact that we have self-awareness also means that the world has self-awareness in the world. In this sense,

our self reflects the world, and, to use Nishidaʼs words, this means that our self becomes a “projective point” of the
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world.

It might be argued, however, that building a house is a special experience and not an everyday experience.

Although it is true that Nishida does not specifically say so, “walking” is probably also accompanied by a

self-awareness characterized by action-oriented intuition. For example, when walking we look at the state of the

roadʼs surface, the state of traffic congestion, the state of the weather, and so on. We are aware of the various

circumstances in which we find ourselves as we walk. Moreover, the way in which we walk changes, depending on

whether we are walking along an ancient unsealed highway or along a modern sealed road. In this sense, the way in

which we walk reflects the contemporary world. In addition, by walking people discover their physical condition,

for instance, that their feet are sore or that they are tired. In this sense, self-awareness is operating even in the most

mundane action of walking.

In the above examination of self-awareness in everyday experience the following facts have been ascertained.

Through the act of creating things we express ourselves and gain self-awareness. Moreover, insofar that this

self-expression is an event that takes place in the world, it is also an expression of the world and the self-awareness

of the world. But this kind of self-awareness is not confined to everyday experience. Self-awareness can also be

conceived of as a method of science. In the next section, I wish to examine the question of science and

self-awareness.

3. Science and Self-Awareness

In order to clarify self-awareness as a method of science, let us begin by taking up the question of the modal

structure of self-awareness. 8 On the mode of self-awareness Nishida writes as follows: “First, unless somewhere in

some way or another there is not a mode of reality as self-awareness, such that that which expresses is that which

is expressed, expression is not established. Our actions are all established from such a mode of self-awareness.” (10:

482) The statement “that which expresses is that which is expressed” means that our self which expresses

something (i. e., that which expresses) and that which is created as our self-expression (i. e., that which is

expressed) are identical. If, as we saw in the previous section, our self gains self-awareness through that which is

expressed by our self, then this means that that which is expressed by our self is, as a self-expression of us, at one

with us. This also means that our actions, as expressions of the world, are at one with the world.

This type of expressional relationship is succinctly described by Nishida in the following terms: “First, on the one

hand one must think that the many invariably express the one, but on the other hand one must think that the one

invariably expresses the many” (10: 481‒482). In this case, “many” signifies the “singular many,” that is, our selves

as singularities (kōbutsu 個物). Because we have dealings with all kinds of singularities as we live our lives,

singularities are deemed to be many. “One,” on the other hand, indicates the “general one,” which brings together

the totality as a unitary whole. If the sum total of self-expressions of the singular many is the general one, then the

one can be considered to give expression to the many. But at the same time our actions also give expression to the

context of the totality surrounding us, and in this case it can also be considered that the many give expression to the

one.

With regard to the fact that the singular many give expression to the general one, Nishida writes: “When the

many are invariably expressions of the one, they must become symbolic. This is the world of logic, the world of

objects of cognition.” (10: 492) On the other hand, when the general one gives expression to the singular many, “the

singular many can never be atomic” (10: 492), for if singularities were atoms constituting the totality, then the

general one would “have to be a combination or unity” (10: 492) of atoms and would not give expression to the

many. So long as it gives expression to the many, “it must be something that can be considered to be a one-off fact,

an absolute fact. Because it is absolutely without foundation, it must be something that vanishes as something
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one-off. It must be that which lives by vanishing, that is, that which, with absolute negation as a medium, possesses

itself in the expression of itself, possesses itself in the absolute other.” (10: 493) In this manner, the historical world

is such that “from the standpoint of the one the world is invariably expressed symbolically, while from the

standpoint of the many every single thing is considered to be an absolute fact” (10: 493).

Let us consider in a little more detail what the above kind of relationship signifies. When “the many give

expression to the one,” the individuality of each of the singular many is abstracted and each gives expression to the

one. The world conceived of in this manner is also referred to as the world of logic or the world of objects of

cognition. If, on the other hand, the general one is considered to give expression to the singular many, the general

one that then emerges is a “one-off fact” formed by the singular many.

The singular many are each unique entities, and the expression of each is a unique expression. Therefore, they

exist as “one-off facts” that can never be repeated. In other words, the self-expression of the singular many gives

expression to the unique one-off life of each. 9 That the many give expression to the one, on the other hand, means

that that which vanishes in this manner possesses form as something “created,” or is able to be objectified. That is to

say, this once-only character or individuality is abstracted and becomes apprehensible as something possessing a

particular form. That which is itself formless negates itself and assumes a form, that which cannot be grasped

negates itself and becomes something that can be grasped. That which is itself not substratal negates itself and

becomes apprehensible as a (grammatical) subject. In other words, that which is one-off and fleeting̶the

“illogical” (10: 493) historical world̶negates itself and becomes the world of logic, the world of objects of cognition.

It is here that the world of scientific cognition is established. Let us next consider this world of scientific cognition in

a little more detail. 10

Nishida writes as follows concerning the establishment of knowledge: “I wish to consider knowing, that is, the

establishment of knowledge, … from the historical worldʼs reflecting of itself within itself.… That our self reflects the

world means conversely that it becomes one perspective of the world. This is knowing.” (10: 437) Symbolic or

logical cognition means that our self becomes one perspective of the world, that we discard our subjective

imaginings and reflect the world as it is. “Scientific negation must be the negation of the conventional

preconceptions and arbitrary judgements of our self from the standpoint of action-oriented intuition.… Therefore, a

prerequisite for the establishment of scientific knowledge is the standpoint of action-oriented intuition.” (11:

154‒155) Self-awareness has the effect of negating oneʼs imaginings and prejudices and, by reflecting the world as

it is, of knowing the world in which one is implaced. 11

In this fashion, by negating our self and reflecting the one, we also erase the quality of a unique self and become

substitutable symbols. There now unfolds the world of the manipulation of symbols, and the scientific world of

science is constructed. Since there is no space to discuss in detail the unfolding of various scientific worlds, I wish to

touch briefly on what Nishida has to say about mathematics and physics. On the subject of mathematics Nishida

states that, “contrary to the creative sphere, mathematics is a mode of pure symbolic expression in the worldʼs

self-negating standpoint” (10: 548) and that “mathematics is the action-oriented intuition of thought activity itself”

(10: 550). Not only is our self negated to become a mere symbol, but the world is thoroughly formalized. As a

science that develops the relationships between these modes, mathematics is thus said to be the action-oriented

intuition of thought activity itself. Physics, on the other hand, is said to be “the symbol-plane self-expression of the

most concrete reality” (10: 549). Physics is conceived of as a science that symbolically represents that which is

clarified in a concrete manner by means of experiments and observations.

In this fashion, the sciences unfold within the self-awareness of the symbolically represented self. 12 But it is not

with the symbolically represented self that philosophy is concerned. In the next section I wish to consider the

relationship between philosophy and self-awareness.
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4. Philosophy and Self-Awareness

As was seen in section 1, philosophy, as the science of first principles, is a science that deals with reality, including

the thinking self. It is the symbolically represented self, on the other hand, that constitutes the scientific sciences.

Consequently, the scientific sciences are unable to elucidate any reality such as that which includes the thinking

self. Therefore, Nishida writes: “There is no way for such a reality to be clarified, or rather, for such a reality to

clarify itself, other than relying on absolutely-negating self-awareness.… Philosophy grasps the basic principles of

knowledge in such a standpoint.” (11: 153) What is clearly stated here is that philosophy is carried out by

“absolutely-negating self-awareness,” which differs from self-awareness as a scientific method, and that through

this self-awareness reality, including the thinking self, is elucidated.

What sort of self-awareness, then, is absolutely-negating self-awareness? The self-awareness that is

symbolically represented in terms of a theory of scholarship represented the standpoint in which the many negate

the self and reflect the one. It is not the case that the many are negated and the one is negated. It may therefore be

regarded not as an “absolute” negation but as a relative negation. For it to be absolutely negating, it must be a

self-awareness that, as well as negating the many, also encompasses the negation of the one. The “thinking self” is

not only the all-precious self living a once-only life, but also the self that manipulates symbols and engages in

thought. In other words, a negating self-awareness is the self-awareness of a self that is aware of both the self that

negates the one and lives a unique life as the singular many and the self that negates the many and opens up the

world of the manipulation of symbols. Absolutely-negating self-awareness could thus be said to represent a

standpoint that is aware of both “the many that negate the one” and “the one that negates the many.” And it is this

dynamism of the mutual negation of the one and the many that constitutes the self-awareness of the world.

Philosophy could be described as a science that is aware of the self-aware structure of the world.

It is, in other words, the task of philosophy to become aware of the structure of action-oriented intuition. In this

kind of self-awareness, it is said that “when the world is self-aware our self is self-aware, and when our self is

self-aware the world is self-aware” (10: 559). “The standpoint of philosophy as the self-awareness of the world

must be an indubitable standpoint, a standpoint mediated by absolute self-negation. In this sense, philosophy is a

science of absolute being that truly exists of itself, a science of fundamental reality.” (10: 559) Philosophy takes

neither the standpoint of the many negating the one nor the standpoint of the one negating the many. It is the task

of philosophy to negate the adoption of such standpoints and, through this negation, clarify the positions of the one

and the many. It then becomes possible to clarify all of reality, including the thinking self.

In order to highlight this character of philosophy, let us examine the difference between philosophy and fields of

scientific knowledge. Fields of scientific knowledge are based on the self-awareness called “self-awareness of the

poiesistic self.” This is the self-awareness that arises in the relationship of “creating and being created” that obtains

between myself and things. According to Nishida, “Something made always stands opposed to the self and is an

absolute other, but conversely it is also something that moves the self. Our self is reflected upon from the standpoint

of contradictory self-identity in this sense.” (10: 558) A self-awareness such as is reflected upon in relationships

with things is poiesistic self-awareness. Nishida writes of poiesistic self-awareness that “… the establishment of

scientific knowledge must be accompanied by poiesistic self-awareness in which, in terms of historical fact, our self

creates, our self makes something; it must be accompanied by the self-awareness of the historical self” (10: 552).

Scientific knowledge is founded on the fact that the self is established as that which creates things, that the

historical world forms itself and becomes historical as such formative elements, and that we exist historically as the

self-awareness of the world.

But Nishida further writes: “At the root of the self-awareness of the poiesistic self there must be the
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self-awareness of the creative self. As a singularity in the creative world, our self is poiesistic. Philosophical

knowledge is established on the basis of a self-awareness of our creative self, an absolute fact that invariably

determines the self.” (10: 561) Philosophy in its capacity as the self-awareness of the world is here characterized as

the self-awareness of the creative self and is situated at the very basis of scientific knowledge. The endeavours of

philosophy are not confined to poiesistic endeavours by means of action-oriented intuition, and are also endeavours

aimed at becoming thoroughly aware of this creative self. 13 “Philosophy…, as a process of self-expression of a

fundamental reality that truly exists of itself and determines itself by itself, must invariably be a negating

self-awareness, a self-aware analysis. And as a science of the root of all realities, of the reality of realities, it must be

a standpoint that sees without a seer, a standpoint in which the world reflects itself.” (11: 155) A standpoint that

sees without a seer is a standpoint that negates all “seeing standpoints.” It neither takes the standpoint of the one

and negates the many, nor does it take the standpoint of the many and negate the one. “The object of philosophy

must be that which bears self-witness to itself, an objectless object” (11: 155). Philosophy does not describe an

object from a particular standpoint, and instead it is the accomplishment of a self-awareness that arises from both

the seer and the object. Philosophy is not something the foundations of which are provided from without. It is not

the task of philosophy to deal with one particular field. There is a self-awareness of the self-aware self, but it is also

evident that by being self-aware of the structure of self-awareness the workings of self-aware philosophy

themselves become possible on the basis of this structure of self-awareness. In this fashion, philosophy bears

witness to itself. 14

Philosophy is aware of the structure underpinning all knowledge, that is, the structure of self-awareness.

Philosophy clarifies that which makes possible other sciences, and philosophy lies at the root of all other sciences.

And through its discovery of the structure of the self-awareness of the world lying at the root of all other sciences,

its own self-aware structure is revealed in philosophy itself. Philosophy cannot have any substratum. The basis of

philosophy does not lie outside philosophy. By virtue of the fact that through the accomplishment of our

self-awareness of the self it is simultaneously shown to be the structure of the self-awareness of the world,

philosophy bears witness to itself. “The world of science is a world in which form determines form itself. At its root

there must be a seeing without a seer, a reflecting of itself by the world. Herein lies the reason that philosophy must

become the foundation of science. Therefore, the method of science is action-oriented intuition; the method of

philosophy is self-awareness.” (11: 155‒156) Philosophy lies at the foundation of the sciences. Philosophy has no

foundation. Philosophy is not something that describes objects from a foundation that might serve as a base.

Philosophy is that in which, as a negating self-awareness, the foundationless self bears witness to itself.

Concluding Remarks

In the above, I have discussed self-awareness. In section 1 it was ascertained that for Nishida self-awareness is

linked to the starting point of philosophy. In section 2 we saw that self-awareness in everyday situations exists as

the self-awareness of the world. In section 3 self-awareness was discussed in connection with science. And in

section 4 self-awareness, as an engagement in philosophy, was deepened to the level of an act in which the world

and the self both gain self-awareness. This self-awareness is not, however, a religious or mystical self-awareness.

Philosophy is undertaken by persistently focusing on the fact of the establishment of the self, whereby our self is

established as the self, that is, on the fact of self-awareness, and it requires nothing but facts. In this sense

philosophy is, to borrow Nishidaʼs words, “thorough-going positivism” (11: 124).

I should perhaps add a comment on my comparing of philosophy with the knowledge of other sciences. It is true

that this threw philosophy into relief on account of the differences between the two. But philosophy is not a field of

scholarship that stands on a par with the sciences. Philosophy exists as the self-awareness of the world which
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connects the sciences to reality and clarifies the basis of knowledge. The sciences have a foundation. This means

that they possess a certain coherent unity as expressions of particular forms of the world. As sciences,

investigations will advance ad finitum from one specific form to another, and knowledge exists as something

possessing a certain coherent unity at each stage. At their root, underpinning the sciences, is the self-awareness of

the world, or philosophy. But philosophy, as the self-awareness of the world, is a forever foundationless act as the

self-awareness of the dynamism of the world, an act of seeing without a seer whereby the world continues

unceasingly to gain in depth.
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Notes

1 For a treatment of the question of self-awareness in Nishida as a theory of scholarship and a theory of knowledge, see Nitta

1998. Nitta touches frequently on the question of self-awareness and philosophy and sheds light on the distinctive role of

philosophical thinking that cannot be reduced to religion.

2 For a detailed retracing of the course taken by Nishida as he moved from “pure experience” to “self-awareness” and then to

“place,” see Ueda 2002 & 2003.

3 In the following, quotations from Nishidaʼs works are based on the following edition: Shimomura Toratarō 下村寅太郎 et al.,

eds., Nishida Kitarō zenshū 西田幾多郎全集 (Tokyo: Iwanami Shoten 岩波書店, 1965‒66). The location of a quotation is

indicated by the volume number followed by the page number.

4 In An Inquiry into the Good (Zen no kenkyū 善の研究) Nishida likewise writes: “To understand true reality and to know the

true nature of the universe and human life, we must discard all artificial assumptions, doubt whatever can be doubted, and

proceed on the basis of direct and indubitable knowledge” (1: 47; English translation taken from Masao Abe and Christopher
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Ives, trans., An Inquiry into the Good [New Haven and London: Yale University Press, 1990], p. 38). It could be said that this

stance, considering the starting point of philosophy to be, in imitation of Descartes, an “indubitable standpoint,” remained

unchanged throughout his life.

5 In this regard it should be possible to posit points in common with Descartes, but lack of space prevents me from discussing

this here. For a discussion of Nishidaʼs understanding of Descartes, see Ishigami 2001 (esp. chap. 5), although Ishigami does

not discuss the relationship between action-oriented intuition and self-awareness.

6 For details on action-oriented intuition, see Kosaka 1995: 69‒116.

7 Nishida writes: “That something confronts me expressively means that it is closing in on me with a view to negating the

present me, the given me” (9: 33).

8 The structure of self-awareness is taken up in detail in Ōhashi 1995 (esp. chap. 3, §1) with reference to group theory. The

aim of the present section is to examine this group-theory self-awareness in concrete detail in terms of the relationship

between expression and the historical world.

9 On the self-awareness of the individual, which cannot be discussed in greater detail here for want of space, see Shirai 2004.

10 In this section I have dealt primarily with self-awareness as scholarly self-awareness. On the “logic” of self-awareness, see

Shirai 2008.

11 For a treatment of the question of self-awareness from the perspective of “reflecting,” see Okada 2001. Okada sees a

deepening of the question of self-awareness for Nishida in the way in which there was a shift in emphasis from the term eizō

影像 for “image” in connection with self-awareness to its homophone eizō 映像.

12 However, Nishida emphasizes that questions pertaining to self-awareness cannot be exhausted by dealing only with the

sphere of knowledge, writing, “But that clarifies primarily the sphere of knowledge and does not truly clarify its structure as

reality. Therefore, one cannot directly go on to discuss the sphere of practice” (10: 493); and: “The historical world must be

the world of self-awareness of our self. In such a world, each and every fact is not only characterized by self-awareness, but

invariably has the quality of Sollen” (10: 494). On Sollen, see Shirai 2007. The discussion of self-awareness as being

accompanied by Sollen was probably a response to Miki Kiyoshiʼs following criticism: “It should be noted that, though it may

be said that only Oriental logic is founded on the standpoint of action-oriented intuition, in effect it remains at the level of a

mental state, its techniques are techniques of the mind, and in the end it is liable to end in contemplation without embarking

on practice that actually works upon things, changes their shapes, and creates new shapes” (Miki 1939: 11).

13 On the self-awareness of the creative self, see also Nitta 2006. Having distinguished between action-oriented intuition and

creative intuition, Nitta characterizes creative intuition as the workings of a philosophical self-awareness that bears as

profoundly as possible a “responsibility for knowledge.”

14 Ōhashi writes that an experience giving a birdʼs-eye view of group-theory self-awareness is “an experience on a plane that

rejects linguistic expression” (Ōhashi 1995: 100). But it is surely a self-awareness of the structure of self-awareness as the

self-witnessing of philosophy that gains a birdʼs-eye view of this group-theory self-awareness.
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Historization of Nature - Narrative of British Environmental Art

Itoh Takako

0. Introduction

The difficulty of discussing nature derives from the ambiguity of what “nature” exactly means. For instance, when

arguing about nature and humans, “nature being viewed as an object from a certain distance” has already been

presupposed. This view of nature becomes more prominent when talking about landscape because we look at

landscape as a portion of nature aesthetically framed. However what is “nature” framed, then?

Environmental art addresses the natural environment and uses it as a material. Yet environmental art deals

with the contemporary complex natural environment that can no longer be grasped from the traditional point of

view of Western philosophy about nature. The degeneration of environment which is hastening and progressing at

an unprecedented speed and scale suggests that nature might, therefore, be understood not as an eternal circle in

harmony, but as a mortal existence with history in irreversible time̶like human beings.

Postmodernism must have begun with the loss of grand narrative, and postmodern art has been similarly

affected. For example, the beginning of landscape painting means the liberation from the confines of narrative and

the subsequent loss of narrative. Indeed, environmental art is not painting landscape, but dealing with landscape as

a subject and using nature itself as the material. Moreover, narrative is removed completely. Yet, just as

contemporary art stumbles down a dead-end street to find narrative at its end, environmental art has further

developed the characteristic termed “site-specific.” This characteristic involves environmental art with the history

of the place or landscape, and begins to relate their narrative. At the same time, being site-specific means that art

also serves as a mnemonic device for narrative.

Here, I examine the state of contemporary environmental art and the natural environment addressed by the

works of two British environmental artists, the Sheepfolds project (1996‒2007) by Andy Goldsworthy (1956‒), and

Ash Dome (1977‒) and the Wooden Boulder (1978-) by David Nash (1945-).

1. Sheepfolds Project

1-1. Sheepfolds

As a public art project, Andy Goldsworthyʼs Sheepfolds arose from selection of the Northern Arts Board Region1 to

host the UK Year of the Visual Arts in 1996. Originally, the project had planned to build one hundred sheepfolds in

Cumbria County. However, each step taken to realize that the project was impeded. For one thing, the project was

curtailed midway by foot and mouth disease. Sheepfolds ended up taking 11 years, seven years longer than

expected. A total of 46 sheepfolds were constructed in 30 locations in Northern England, all across the vast area of

Cumbria. Afterwards, the area was enlarged to include Yorkshire and part of Scotland as well.

In the English countryside, the dry stone walls,2 especially in the pasturelands of Northern England, are an
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essential characteristic of the popular countryside landscape of Britain, and is vital to its sheep farming industry as

well. The dry stone walls marking the borders between pastures are a subsisting evidence of British history.

When British society broke away from the feudal system, they began enclosing land to create pasturelands for

grazing and dairy farming. In the 16th century, landowners discarded farming in favor of raising sheep and cattle;

they walled off the lands they owned as individual possessions. In fact, private landowners also took some lands

that had been in common use and walled them off as well. Thus, any usage rights for areas formerly in cooperative

use “disappeared.” In some cases, to open land for sheep or cow raising, residents were even evicted from their

homes. Based on a legislation during the 18th and 19th centuries, boundaries were set among high-altitude lands

during the vast movement to enclose fields. Most of the dry stone walls seen today result from this post-Middle

Ages movement. Throughout the enclosure process, stone walls were erected, and even today they mark the

English landscape, continuously, for miles and miles.

Scattered along the sections of the stone walls are different sizes of sheepfolds. Sheep are penned for shearing

and milking, and afford the sheep protection during the night. Three types of sheepfolds stem from the systems of

transhumance used from the Middle Ages: all-purpose sheepfolds, pinfolds used to hold strays, and washfolds used

for cleaning the sheep.

From the 12th through the 16th centuries, a great number of summer-time mountain pastures, or shielings, were

established in Cumbria, along with huts and pens for shepherds. Most of the sheepfolds lie at the fell edges. There,

shepherds would gather the sheep, lop off their tails using a reddish stone to apply a branding mark, vaccinate

them, and clip off the soiled wool. Cumbriaʼs geographical position made it an inevitable focus for herds and flocks

being driven from the Scottish Highlands, Galloway, and Ireland toward the smoking chimneys of the Lancashire

and Yorkshire industrial centers.

Since the sheep were driven long distances, a single sheep might often get separated from its flock. As the sheep

farming system developed, many rules and regulations were established̶along with pinfolds. Stray sheep

impounded in pinfolds where they stayed until their owners could retrieve them. Found in towns and villages,

pinfolds were generally in secure, visible spots in the community, and still remain standing today.

As the wool industry grew, many new techniques and practices developed. Washing sheep before shearing was

a general practice for over 600 years because, until the end of the 19th century, wool manufacturers were not

equipped with machinery to wash and dry the wool. It was more practical simply to wash and dry the wool on the

sheep, so washfolds were constructed by streams and ponds. Washing sheep is an incredibly arduous task, and is

very expensive for the sheep farmer. It also reduced the woolʼ s weight, which in turn reduced the

pound-for-pound profit obtained from the wool. Although washed wool fetched a higher price, farmers eventually

realized that the losses incurred from washing wool outweighed its profits. Thus, the proportion of wool clipped

without washing gradually increased, and the number of washfolds declined.3

Goldsworthy included these three kinds of sheepfolds in his Sheepfolds project. Potential locations were

identified by the word ʻsheepfoldʼ on maps with a scale of 1:25000. Historical sources published between 1890 and

1905, especially the first-edition of the Ordinance Survey maps, were used to locate the faded remains of historical

sheepfolds and to consider whether these sites were fitting to the artwork. Pinfold sites in towns and villages are

used in addition to sheepfolds and washfolds in the pastures to allow the project to serve as a connection, between

the past and present of the landscape of Cumbrian countrysideʼs history, as well as between the urban and the rural.

The Sheepfold project built sheepfolds in a way that shows a historical continuum, grounded in the tradition of

the dry stone walls and sheepfolds. As opposed to building in new areas, sheepfolds were rebuilt where they had

already existed, and not with stones freshly cut from the quarry, but with the old stones from portions of derelict

walls or folds. Old walls are destroyed and breathe life into new walls. The cycle of growth and decay repeats itself

continuously similar to the cycle of life within nature. Walls move from where they used to stand to a different
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place while retaining its essence. Walls that run around meadows are “a line moving through the landscape.”4 They

form a line that moves from the past to the present, penetrating both space and time. When they have fallen to

decay somewhere through the flow of time and they are restored in another place. For the Sheepfolds, Goldsworthy

works with a team of skilled wallers, because this project is embedded in “the social nature of the landscape,”5 and

making through the traditions of building walls and raising sheep are its essential element.

There are 46 sheepfolds all across the vast areas of Cumbria. Individual folds were constructed as individual

artworks as well as a series of works as a whole responding to the landscape of Cumbria. By recreating them as

artwork, Goldsworthy reinvigorated these sheepfolds, that is, traditional common constructions with new energy.

1-2. Memory of Sheep Farming or Memory of Life

The Casterton Fellfoot Drove Folds (1996) are a series of small sheepfolds built all along the unpaved Fellfoot Road

at Casterton. The track, where shepherds bring down from the fells and drive their sheep, goes on for miles with

dry stone walls on either side. Alongside of Fellfoot Road, for over four miles, Goldsworthy built 16 folds. Some of

these are old and others are new structures surrounding field boulders along a drove route.

In each fold a massive boulder has been installed, transported from the nearby field. These boulders come in all

shapes and measure, roughly, from 60 cm to 2 m on all sides. Some folds have sufficient space for sheep to gather

around the boulder, but some boulders placed in them are so large that no space is left for the sheep. However, the

folds in Casterton were not built to gather sheep, rather to keep them out. Thus, when compared to practical

sheepfolds, their artistic character is more prominent.

When you walk along the unpaved gravel track the dry stone walls seem to go on forever, and the sheepfolds are

sited at intervals on either side inspire a certain rhythm. Yet, the sheepfolds are not constructed directly at the side

of the road, but are integrated into the dry stone

boundary wall at the corners of the adjoining field.

Flatter slabs, which act as steps jut from the roadside

wall, show you where the sheepfolds are and invite you

to enter. Standing on this slab, you can observe flocks of

sheep and herds of cattle grazing on sweeping pastures

at some distance from the wall. If you then look down at

your feet, you can see the sheepfolds directly below, and

if you straddle the wall and step down, you can walk

right into the enclosures.

Castern’s Fellfoot Drove Folds express the daily

routines of sheep farming, the movement of sheep and

the passage of sheep travelling along the drove routes.

The gait of the people walking on the track takes on a

unique rhythm as shepherds drive their sheep, with the

dry stone walls on either side, all the while searching for

the next sheepfold. The Cumbrian climate̶with its

rain, wind, frost, hail, and snow̶ensures that the

landscape is ever changing. Visitors can walk on top of

these Drove Stones and touch them with their hands.

Penned-in sheep might add some lanolin luster from the

wool by rubbing themselves against the boulder. These

factors incite subtle changes in the boulders inside the
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folds as each one wears away, little by little, as time flows on.

However, in doing so, the passing of time sculpted on stone expands like the surrounding landscape. It

internalizes not only the rhythm of the drove embedded in the Casterton Fellfoot Drove Folds but also the

sheepfolds in all of Cumbria, as well as the history of sheep farming.

In the Mountjoy Tree Folds, 2001 of Mountjoy Farms in Underbarrow, two sheepfolds face each other north to

south. A boulder lies in the middle of each fold, and in the middle of each boulder, a hole is bored into the ground,

where a rowan tree is planted. Both boulders came from the area around the sheepfolds, and the rowan trees were

seedlings chosen from among the trees close by. The trees growing out of the boulders give an immediately

powerful sense of life̶the impression that the work itself is the very “Tree of Life,” or even that it is connected to

existence itself, a “tree growing from stone” that recalls the ancient image of the Axis Mundi, the World Tree, or a

great chain of being, “Tree of Life”6 like Darwinʼs evolutionary genealogical tree.

In February 2001, when this work of art was in the middle of its production, the UK had a massive outbreak of

foot and mouth disease. Cumbriaʼs hundreds of farms were caught in the crisis; even the Sheepfolds project was

impacted and had to be postponed. The day of plantation at theTree Folds happened to fall two or three days after

the outbreak began, so that too was halted. Finally, the trees were planted in December, several months after the

foot and mouth disease was curbed. All livestock, not only those afflicted by the disease, had to be disposed of on

farms within three kilometers of where the outbreak occurred.

Eventually, the numbers of culled livestock reached between 6,500,000 and 10,000,000 animals, with nearly half of

all livestock raised in the UK destroyed. In the fields of Dumfriesshire, Scotland, where Goldsworthy lives, officials

drew a white emergency line showing the restricted territory to keep the disease in check. “Going into the

restricted area is like entering a war zone: the military cull squads, men in uniforms, police, flashing lights, areas

cordoned off, and columns of smoke from the fires and

the smell of burning flesh”7 is Goldsworthyʼs account of

the general state at the time. Whether out of fear of

infectious disease, or perhaps simply to halt the spread,

there was massive slaughter, and “then afterwards the

strange, empty fields.”8 The havoc wreaked by foot and

mouth disease, added the meaning of not just the death

within the cycle of nature but the deaths of the

individuals as the existence in the irreplaceable history,

to the Tree Folds.

Preceding this work, Goldsworthy created a work

called Wool/gathered from/a decaying sheep/worked

around a hole, Scotland, 22 January, 2001 at the

beginning of the outbreak of foot and mouth disease. It

represents a cruel, clear, and straightforward image of

death, unlike Goldsworthyʼs previous works. The image

of dead and decaying sheep, having lost the struggle to

survive, belongs in the gloomy tradition of “memento

mori.” The work depicts the individual animalʼs deaths

as a fact within the bounds of history, rather than as a

process within the cycles of nature.

“The struggle to survive and grow”9 is a central

theme of theTree Folds. According to Goldsworthy, the
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rowan tree rising from the heart of the rock becomes symbolic of the strong desire for regeneration, for overcoming

calamity, and surviving. To people who view it, the tree growing from the heart of the stone, in the protective

embrace of the sheepfold, provoke a mixture of feelings about by the precariousness and difficulties of the sheep

farming: strain, hardship, struggle, rebirth, fragility, and strength. This work became a memorial, particularly to

the lives and deaths of the huge number of sheep from foot and mouth disease.10

1-3. Stone Embraced by Stone Enclosure

In the two works, Casterton Fellfoot Drove Folds andMountjoy Tree Folds, the boulders placed inside sheepfolds are

protected by sheepfolds of the dry stone wall. The fact of the large boulders placed in the enclosures suggests that

in spite of their inherent solidity and strength, they are vulnerable and need protection. Placing these fieldstones

within stone enclosures makes them seem precious, almost worthy of veneration, as if they were pagan Neolithic

monuments.11

At the same time, the sheepfolds are always associated with sheep inherent in Christian symbolism and the

Christian image of hortus conclusus, fields surrounded by a stone wall. Thus, because sheep and humans need

protection, they are both traditionally conceived of as helpless. However, these concepts do not apply to stones as

stones are inorganic̶not alive. Yet, from a geologic point of view, they do have history, a past of being carried vast

distances by prehistoric glaciers. Stones, therefore, contain the Earthʼs energy, and Goldsworthy understood that

they could be considered to contain life, just like sheep. Even stones seemingly strong, but also fragile, and carry

the memory of Earthʼs changes from prehistoric times. This fact clearly indicates that the landscape, nature, and

environment of the Earth each contain life and continue to transform over a long period of time, and that they could

therefore be considered “living” things to be protected. Stone folds are thus both “containers of life,” and

“receptacles of memory”. The stones Goldsworthy placed in the stone folds harbor not only the history of sheep

farming but also the memories of the region and its landscape as well. Also, for a long time, more than a hundred

years, many sheepfolds, now rebuilt to surround and protect the boulders, had been neglected. With the new life

now infused into the sheepfolds, they can be used and appreciated again; also, they can connect the sheepfoldsʼ

history and tradition with modern sheep farming and to the lifestyle of the region.

As with many other contemporary projects of environmental art, the inclusion of local geography and history

implies the collaboration with many people and specialists in a variety of fields and the existence of the project itself

as a social entity. The bodies to whom the proposal was first made were the local authorities, the arts development,

countryside and environmental agencies and the major landowning and land-managing arts and educational

organizations. Their positive response to Sheepfolds enabled the project to be developed across the county with the

help of local communities, parish councils, farmers, and landowners.

The overriding philosophy for realizing this project is not to impose the project on people or on the landscape.

This is based on the attitude towards nature of British environmental art from the outset and Sheepfolds as art

articulates the social consciousness of living together in harmony with local residents. At a deliberately slow and

careful pace, Goldsworthy explained the concept of a county-wide sculpture project to every individual community

across the whole of Cumbria, cementing their complete support. Cumbriaʼs landscape and sheep farming history

were an important aspect of the project, so countless communities across this expansive region were interested in

the project, and thus, joined in. In Cumbrian schools, the project is being used to implement parts of the National

Curriculum, including art, English, technology, history, and geography. Those involved surveyed prospective sites

for Sheepfolds and the consequent archive of data and information was an important resource for the development

of the project. In these processes, the project came to provide a tight link between landscape, tradition in Cumbria,

and their sheep farming history through contemporary sculpture.

The Sheepfolds project by Goldsworthy expresses a way of connecting to the particular site and place through
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art, in the link with the time of nature where people live. It illustrates one of the guidelines to know the nature with

history and our relationship towards nature.

2. Coming Work/Going Work

David Nash, a well-known English sculptor, works mainly with wood, from withered trees, those blown over by

wind and storms, or cut down to thin out a forest. He never uses a newly, purposefully cut tree for a work̶always

a tree that needs to be cut down for some other good reason or a tree that has already fallen. Nash calls these

methods of obtaining wood as a Wood Quarry, and he uses every part of the tree. After carving a single tree into a

few sculptures, he turns the smaller twigs into charcoal and uses them for sketching. Just as decaying organic

matter returns to nature, everything here is reduced to art.

This paper mentions two complimentary environmental art projects created by Nash,Ash Dome and theWooden

Boulder. These two projects represent the two opposing aspects in the cycles of nature: growth and

decomposition.

2-1. Ash Dome

Ash Dome is a sculpture made from living trees. In a circle with a diameter of 10 meters, 22 ash trees were planted

and shaped into a dome-like space through continuous pruning. Lately, the ash seedlings have come to be called

“Caeʼn-y- Coed”, a Welsh word meaning “field in the trees”. The work was originally designed as conceptual art in

1976, but they were actually planted in February 1977, on a parcel of land sloping up from of the Festiniog Valley in

Gwinedd, North Wales.

Nash sees an intrinsic problem for American land art because it is in remote wilderness too far away from cities

to approach with incredible long distance transportation, an artistʼ s intervention in usually a remote area is

documented once during its creation, and then it is abandoned. For Nash, this problem is also related to the

difficulties in creating a large wooden sculpture out of doors. In its natural state, subject to wind and rain, and

exposed to strong sunlight, wood cannot resist them and will quickly deteriorate. However, “time” was a big

element in Nashʼs work from the start. In producing art that draws out the inherent form of the trees, so to speak,

the character of the original branches and trunks in Nashʼs sculpture often remain intact. The work may rupture

or break from cracking and warping after it is completed if the wood used was not well dried. However,

phenomena like this are anticipated. These kinds of changes, which are the product of time etched into an organic

tree, make the surface more expressive. They rot, deteriorate, and finally with decay, are reintegrated into the

earth. One could say that they are highly regarded as works that display the entire life of a tree. With that said,

however, the work is not a conceptual creation, and neither is it the process of disintegration of the art. As such, the

decay process of the sculptural material while on display is undesirable. The work must genuinely of its location

and actively engaged with elements of nature. Yet at the same time, it must be capable of enduring the cruel

changes of nature such as the weather and the process of organic decay. In this dilemma of involvement with

nature and organic decay, how can an artist really create a sculpture out of wood that will resist the vagaries of

environment without deteriorating?

Nashʼs response to this dilemma was to create his sculptures from living, growing trees. The trees of the Ash

Dome were planted in a circle, and finally shaped into a dome-like structure. The work implemented the basic

element in this sculpture, space, as well as time. It would take more than thirty years of careful tending to grow a

“shape of space”, and this “added a physical commitment to the conceptual action”.12 Nashʼs commitment to remain

in a place over the course of his lifetime and stay deeply involved with this artwork shows fresh determination as an

antithesis to the exceedingly temporary nature of a Land Artistʼs involvement with the land.
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Nash created the Ash Dome in the mid-1970s, a period of economic and political gloom in Britain. A general

economic depression had led to a high unemployment rate, and the Cold War was still a threat and nuclear war was

a real possibility. People were depressed and full of anxiety that they would not see the end of the 20th century.

Besides, the environment condition was deteriorating. Under these uncertain social circumstances, the Ash Dome

was conceived as an act of faith in the future: ʻa sculpture of the twenty-first centuryʼ. Involvement in such a

long-term work stems from the deforestation of Caeʼn-y-Coed, a small woods in a section of Snowdonia National

Park, raised carefully for future lumber since the end of the 18th century. Local woodman cut down virtually

everything leaving only the smallest trees and a single stand of birch. Only the trunks of the felled trees were

hauled away and all the branches and bush were left as rubbish. Only the wreckage of the devastated woods

remained, cruelly destroyed, and it appeared that regeneration would be impossible.

For three years, Nash worked to clear away this irrational destruction. He became conscious of the different

characteristics of each tree species, their shapes, bends and forks, diameter and length, growth pattern of their

branches, their weight, and texture. During working continually on a specific site, he experienced at close hand the

changes in the seasons through the year and he could watch how trees naturally regenerate. New saplings of

beech, willow, and holly began growing, some from the shoots of old stumps of felled trees, and some from seeds.

While clearing the felling debris and maintaining the woods, Nash became irresistibly involved with forestry,

specifically forestry established on the assumption of continuous management.

Around that time, Nash heard a striking story concerning the British Navy during the Napoleonic wars. Finding

that they were running out of oak to build ships, they imported Indian teak. However, teak lumber made ships too

buoyant, and thus, in an act of extraordinarily long-term planning, oak was planted all over the south of England for

the purpose of building a fleet in the 21st century. Planting a forest on such a grand timescale fascinated Nash. It

led to his idea of what to do with the deforested area, now flooded with light by the unfortunate clear-cutting.

Often used as hedges, ash trees are resilient and vigorous, suitable for the fletching technique of trimming off a

section of the wood and bowing it. Ash trees could lean a long way from their roots in search of light, so Nash

thought ash to be the most appropriate tree for forming a dome. Indeed, the World Tree called Yggdrasil in

Scandinavian mythology is an ash, a guardian tree whose branches spread out above the entire world, reaching all

the way to the heavens. Yggdrasil provides for the creatures that live in it and guarantees the continued survival

of every single one, even while suffering from them nibbling at its roots and branches. Since ash trees already

carry this mystical connotation, Nash did his best to avoid any kind of supernatural association for the number he

planted; he selected 22, a number that, as far as he knew, lacked any sort of mystical connotations. It also happened

to be the number necessary to create the appropriate circumference and intervals for the dome space he visualized.

In his initial drawing, Nash described Ash Dome as “A silver structure in winter, a green canopy space in summer, a

volcano of growing energy. This work represents energy, regeneration, time, and especially, trust and

responsibility”.13

When the ash trees were planted, Caeʼn-y-Coed was not fully fenced off from the surrounding pasture. That was

why the circle of the young ash saplings had been eaten by sheep within a short time of being planted. Nash had to

begin again, protecting the area with a fence, but rabbits ate the bark from the trees this time, so they withered and

died. At the third attempt, Nash took care to surround each of the 22 saplings with spiral tree-guards that could be

removed when the bark grew sufficiently tough to resist the rabbits. Even so, growing the saplings properly

required watching out for quite a few predators. Besides sheep and rabbits̶cattle, deer, mice, and squirrels all

nibble the still soft bark from young trees.

Besides protecting the young trees from animals, birch trees was planted to stimulate the growth of the ash trees

and to protect them from the wind. These birch trees were removed a few years later when their role was

complete. Despite all this care, plus using traditional method for hedges, mulching, grafting, and pruning, this
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ʻsculpture in progressʼ needed more than 18 years before the ash trees matured enough that the dome became

apparent. Nashʼs ʻlong period commitment as an act of faithʼ was an extended duty of care, a constant need for

tending. Indeed, the ash trees required constant care to gently has forced to do something that they are not

naturally inclined to do, to make a dome shape.

Strangely enough, according to Nash, some people were discomfited by the Ash Dome and, as they saw it as his

controlling, interfering process. The fact that there is a sense that it is OK for hedges but not for art reveals some

kind of idealism for art as well as the difficulty of understanding the concepts and definition of nature (or artifacts).

One cause for these revelations is that the word “art” originally meant of “artifact”, i. e., man-made; thus,

“environmental art” conflates and complicates “art” and “nature”, because it directly make use of the natural

environment in its artistic realization. It goes without saying, of course, that the concept of “nature” is relentlessly

ambiguous.

Nash explains that the environmental movement in the 1970ʼs was split between the belief that humans are alien

parasites that nature would be better off without̶and the conviction that humans who work with nature, rather

than attempting to dominate or conquer it, become an essential part of holistic nature. As I discuss later, “what

many conservation interests want to preserve is a nature that is not controlled, shaped, or willed by us”.14 However,

except for a very few primeval forests, every tree in a forest is maintained by us or affected by humans actions, that

is, “an artificial” tree. In fact, forests are healthier for some extraction of trees, but suffer grievously if there is over

extraction. Ash Dome was made under the very realistic and practical conviction that only the collaboration of

nature can realize the sustainable human life. This artwork directly draws natureʼs vitality and changes with each

season and year and actively connects to natural forces of various elements and expresses the time of tree to grow.

2-2. Time Envelopes the Boulder

Nash accidentally created the Wooden Boulder, a work of environmental art, in 1978. High up above the Festiniog

Valley, Gwinedd, in North Wales, an oak tree about 200 years old lost a large limb during a storm in 1978, which
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made the whole tree unstable. As the tree became dangerous to users of a public footpath (which crisscrossed all

of Britain), its owners decided to have it cut down. The big oak tree became Nashʼs first “wood quarry”, and he

excavated a rough sphere from the base of its trunk. In the beginning, Nash intended to transport this sphere to his

studio to let it dry and crack and create a larger version of his earlier sculpture, Nine Cracked Balls 1970‒71. But

how could a huge wooden lump weighing more than 500 kg, measuring 1 meter in diameter be carried out from the

steep hill near the footpath? There was no road for heavy machinery or a truck. There were two possible routes;

however, getting it down a very steep slope and then down a track ̶which would require careful control̶or

rolling it down to a nearby stream in the hope that the rock banks would slow its momentum, allowing the waterʼs

flow to drift it down to a location suitable for loading into a truck. Nash chose the safer, latter route, but the sphere

jammed halfway down a narrow waterfall, and he had no option but to leave it there.

The image of the wooden lump, lingering imposingly, with the streamʼs ceaseless flow of water as over a boulder,

captivated Nash. He discarded the idea of transporting it to his studio and instead, during many trips, over many

seasons, in every sort of weather, archived this “sculpture” through drawings, films, and photos. Within a week, the

iron in the water had reacted with the tannin in the fresh oak, turning the surface a very dark indigo blue. Thus,

the sphere looked more and more like a rock, so Nash named it theWooden Boulder, and a completely new work of

ʻenvironmental artʼ was born.15 Not in a museum or gallery, but under the waterfall, pounded by water, was truly

the right place for this work. Nash thought it would be fitting for the Wooden Boulder to serve as “genius loci”, or

the “spirit of the stream.”16 Later, theWooden Bouldermoved when heavy rainfall swelled the stream and created a

current strong enough to free it from the waterfall, allowing it to plunge into the pool below. It seemed impossible

that a storm could lift and propel the Boulder out of the pool, Nash hauled it out with a rope and moved it to another

waterfall, where it remained for eight years, changing features with change of surrounding natural environment

through the seasons. At that time, Nash decided to entrust the work to nature, stop intervening, and just observe

without touching it.17 The natural forces, the surrounding environment, and the time the Wooden Boulder took to

develop were important factors in this work. Once in a while, a torrential storm pushes the Wooden Boulder and

situates it elsewhere. In the summer of 1994, after several weeks of persistent rainfall and then another sustained

downpour that flooded the Ffestiniog Valley, the Wooden Boulder was lodged under a bridge on an old droversʼ

road that runs along the valleyʼs edge, just before the Bronturnor stream flows into the River Dwyryd. The River

Authorities would have removed the boulder if it had remained there due to risks of flooding, so, ironically, another

human intervention was unavoidable. The boulder was hauled up with a winch from the triangular gap of the road,

and was then safely deposited on the other side of the bridge.

After this, it took seven years for the Bronturnor current to carry theWooden Boulder into the river Dwyrid, the

main watercourse of the Ffestiniog Valley. The Dwyrid flows west from Tremadog Bay and empties into the Irish

Sea. Unlike in the Bronturnor stream, in the large river with an ever changing water level, the Wooden Boulder

moved around quite a bit. The high tides of each new and full moon, would float it back up the river where it would

sit, its position determined entirely by the amount of rainfall, the tide level, and the wind direction and force. When

the tide was low, the Wooden Boulder floated it back down the estuary towards the sea. Until early summer of

2003, the boulder had found harmony with the ebb and flow of the tide, entering and exiting the area around the

mouth of the river, back and forth. The last sighting of the Boulderwas close by an island near Portmeirion in June

of that year. Nash searched the estuary, checking every creek meandering across the hundreds of acres of the

estuary flood plain, every ditch, cove, and group of rocks, but the Wooden Boulder could not be found. Nash

concluded that it had gone out to sea, into the Tremadog Bay through the river mouth, carried north by the Gulf

Stream flowing around the Ilyn Peninsula, and finally into the Irish Sea. A ʻgoingʼ sculpture had taken twenty-five

years to go far away.18
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2-3. A ʻGoingʼ Work

Nash calls theWooden Boulder a ʻgoingʼ19 work. A going work erodes, decays, and reintegrates with the earth in a

downwards direction. The opposite of this, a ʻcomingʼ20 work would be like the Ash Dome, ʻliving and spreading

upwards.ʼ 21 A coming work clearly shows natural vitality through trees, and a going work, such as the Wooden

Boulder, clearly shows equally natural death through trees while embodying the ʻhistoricity of nature.ʼ

Especially from the 19th century to the beginning of the 20th, philosophy treated nature and history as opposing

concepts. Philosophers explained that there is a difference between Natural Time and Historical Time. Eternal life

defines Nature, moving in repetitive cycles in which the death of an individual organism does not matter. In

contrast, history is represented by the life of a human being bound to live only once towards death.22 After the

modern discovery of the ego, Nature without a sprit became limited, as the object of natural science. Additionally,

natural and historical sciences (the human sciences) were clearly differentiated, and inquiries into nature were

transferred to specialize in areas of a subdivided natural science. Even questioning the meaning of nature was

reduced to a scientific understanding of it. As a result, the stance taken against nature led to the deterioration of

the natural environment caused by the scientific technology and the subsequent industrialization. In other words,

when we truly experienced ʻan ecological crisis,ʼ it was imperative for us to reconsider the very definition of eternal

nature, and this is a distinct development of contemporary ecology. For example, there are so many endangered

species that we now ponder the life and death of certain species, which is to say that we are now aware of the

cumulative effect of a single organismʼs death. “Among the various traits of the ecosystem, the characteristic of

biodiversity means that change is irreversible. Once a species is gone, it will never come back.”23 The ecosystem

was, in fact, created as a product of local and global history. Its existence is a historical one, so the history of life is

the factor that led to the diversity of species. In modern biology, the term ecosystem is understood as a “dynamic

system in which the governing rules are non-uniformity and variability.”24 Finally, an ecosystem is a system of

change over time, one that includes diversity and non-uniformity. Nature moves in cycles regardless of

intervention, and never possesses any permanence that might allow it to return to its original state.
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The fallacy that nature is eternal may have given rise to the conceptualization of nature in terms of the length of

human life, and thus, to deducing, assuming, and relying on a mistaken time span. Even being aware that Nature

does not simply (re)cycle to the same form, that the universe is continually expanding, and that life has evolved

over millions of years (i.e., “the history of nature”), and even while coming to treat it as entirely worthless, people

have tried to measure biological, geological, and cosmic time using the human yardstick.25

Of course, we cannot help but consider nature anthropocentric. For that reason, we commonly refer to “natural”

as opposed to “artificial,” or “history as the relationship between a series of human actions.” In this way, nature is

regarded as non-artificial nature, nature without human influence or human intervention, genuine, and assumed to

be untouched. But generally speaking, where does “untouched nature” exist in the world?

On the topic of nature and history, humans must be discussed as an intermediary. That is to say, with humans

and nature, in addition to implying the meaning of humans and history, nature and history are topicalized.

Therefore, nature cannot be thought of as existing “as a thing itself.” One cannot naively accept, for example,

with the usual understanding that “nature itself” literally exists “independent from consciousness.” Rather,

perhaps “restated as a something experienced every time by humans, the subject must become nature as it

correlates to human interfering. As far as there is a possibility of being shown in conjunction with the

expansion of consciousness in human beings, nature must be topicalized as “nature within history.”26

As Isoe indicates in this exceedingly accurate suggestion, even in a discussion of environmental aesthetics,

nature is easily assumed as Kantʼs die transzendente Naturbegriffe or nature without human beings.27 “Humans

frequently imagine a ʻcultural worldʼ that is a residential area and man-made, outside of which is an area where

humans do not take part, an uncontrolled domain or process, ʻnature itself ʼ or ʻ(pristine) natureʼ.”28 However as

Nishimura argues, “the dichotomy of ʻpristine natureʼ and the ʻcultural worldʼ of humans is not sustainable. This is

because human beings grow out of nature, our physical bodies are unmistakably natural, and our life and actions

are included in the ecosystem, thus we comply with the laws of nature.”29

Bernard Williams describes the following in his essay, “Must a Concern for the Environment Be Centred on

Human Beings?”:

What many conservation interests want to preserve is a nature that is not controlled, shaped, or willed by us, a

nature which, as against culture, can be thought of as just there. But a nature which is preserved by us is no

longer a nature that is simply not controlled. A natural park is not nature, but a park; a wilderness that is

preserved is a definite, delimited, wilderness. The paradox is that we have to use our power to preserve a

sense of what is not in our power. Anything we leave untouched we have already touched. It will no doubt be

best for us not to forget this, if we are to avoid self-deception and eventual despair. It is the final expression of

the inescapable truth that our refusal of the anthropocentric must itself be a human refusal.30

Perhaps every element of nature on this planet has been influenced by human beings. In fact, it may be

appropriate to think of nature as a limited historical time, already moving towards death. The complex,

contemporary, natural environment disables the dichotomies of nature vs. artifact, nature vs. culture, and nature vs.

history. Or, we might have to aware that the modern dichotomy itself is only an abstract model for thought.

NashʼsWooden Boulder expresses the time of the oak tree from its germination until its death, the time the wood

begins to slowly decay as a material, and then the time of the process of nature in the environment surrounding the

work (the shifting of the seasons), the time of the tide coming in and going out, the time of the moon and sun that

control the tide, and the time of Nashʼs influence each time, the history of the affairs of the area with regard to
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landownership, and the history of the region as a cultural factor that changed the river basin and the ecosystem of

the river, and finally, the entire combined history and time of the people and the nature surrounding the work. In

other words, the physical nature of our surroundings indicates that the history of nature and culture are complexly

intertwined̶impossible to separate to experience.

While Nashʼs Wooden Boulder carries two characteristics of contemporary art, “site-specific” and “narrative,” it

also indicates what the contemporary natural environment ought to be. The boulderʼs journey can be seen as a

metaphor of life. That being said, the stage (the natural environment) for its journey has by no means a conceptual

existence, as if it were “nature without human beings” or “as nature itself.” On the contrary, it is the nature with

which we humans must search for a way to coexist and which is contiguous with here and now, i.e., it carries

historical time.

It was thought that once the Wooden Boulder was carried into the Irish Sea, it would disappear from our sight,

but it reappeared in May 2009.31 In reality, theWooden Boulderwas not washed from the estuary into the Irish Sea,

but was instead buried deep in the mud, completely mired and hidden from view due to forces unknown, until

changes in the tidal stream and the river washed the mud away, making it reappear. The riverbed is once again

filled with mud. But during a low tide, when the water level is very low, it is still possible to see the Wooden

Boulder.

According to Nash, “The Boulder was still a stepping stone for the mind into the elemental forces of the

environment,”32 and even now theWooden Boulder lingers there, helping us view the natural environment for what

it is. We must hurry to develop practical thinking about the relationship between humans and nature.
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Anselmʼs Ideas on “Coexistence”

Yauchi Yoshiaki

Introduction

This paper will discuss “coexistence” in the ideas of Anselm of Canterbury (1033/34AD ‒ 1109AD1). I will carry

out this enquiry despite the fact that the term and concept of “coexistence” is not of course found in the writings of

Anselm. The term “coexistence” that I discuss here means “to live together with” or “to exist together with.” It is

natural to ask the question: “who or what lives together with who or what?” For Anselm, the things that exist are

the Creator God, who “exists without qualification, perfectly and absolutely,” and those who He created, who

“…almost do not, and hardly do, exist.”2 “If there is only one who creates and whatever is created is from that one, it

is clear that he who creates and what he has created is all there is.”3 Thus, if Anselmʼs ideas are indeed relevant to

the aforementioned question, we might expect the answer to be firstly that “humans live together with God,” and

secondly that “humans live together with humans.” The issue we face today of the “coexistence between humans

and nature” was not a major concern for Anselm. Even so, this paper will address both this and the issue of

coexistence between cultures. The ideas of this monk, who rigidly focused his thoughts on deep principles in a

monastery in northern France, may provide some insights for the modern day topic of “coexistence.”

I will briefly describe Anselmʼs career. Anselm was born in Aosta, northern Italy, in 1033/34AD. He left his

hometown in 1056 at 23 years of age and, after wandering through Burgundy and France for three years, he

knocked upon the doors of the Abbey of Bec in Normandy, northern France. Anselm was to lead a monastic life for

the next thirty-three years serving as a monk, a prior, and then as an abbot. In 1093 he became the Archbishop of

Canterbury, and his life ended in 1109.

I. “Coexistence” between God and Humans

In order to shed light on “coexistence” between God and humans, we must turn to Anselmʼs first written work,

Monologion, which he penned in 1076 aged 41. This can serve as an “example of meditation” (exemplum

meditationis4) concerning the nature of God.

At the beginning of this work, he writes: “Of all the things that exist, there is one nature that is supreme. … Now,

take someone who either has never heard of, or does not believe in, and so does not know, this ‒ this, or indeed any

of the numerous other things which we necessarily believe about God and his creation. I think that they can, even if

of average ability, convince themselves, to a large extent, of truth of these beliefs, simply reason alone (sola

ratione).”5 Anselm is saying that even those with no knowledge of Christianity, or with no belief in it, can

understand in large part simply by reason alone without relying upon the authority of Scripture.6 But what led

Anselm to make such a statement?

In this book, Anselm adopts a dialogue between reason and the self, in other words suggesting that one can have
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an understanding of the God who is the basis of oneʼs own existence and knowledge through the medium of rational

self-awareness.7 However, this will also have the effect of illuminating both the similarities and the differences

between the existence and knowledge of God, and those of created beings, i. e., humans.

The things created by God that exist in this world are ranked differently according to how similar to God they

are. Accordingly, there are things that simply exist, things that live, things that have sense, and things that have a

rational nature.8 Anselm wrote that the beings in possession of a rational nature, i.e., human souls, can remember,

understand and love. These abilities “mirror” the Trinity of God. The ability to remember reflects God the Father,

the ability to understand reflects God the Son, and the ability to love reflects the Holy Spirit, who proceeds from

both the Father and the Son. This is how Anselm described man as being in the “image of God” (imago Dei).9 In

that it bears the image of God, rationality has the capacity to distinguish and judge right from wrong, truth from

falsehood, good from evil, and also to distinguish between the different ranks of good.10 It is “the ruler and judge”

among humans.11 Because it has an ontological and epistemological likeness with God, the rational nature is able to

draw near to God.12 It is thus clear that Anselmʼs method is constructed in such a way that it justifies itself through

contemplation that is based on it.

We have clarified the way that Anselm ranked existence, and his view of humans bearing the image of God. With

this knowledge in mind, let us consider what Anselm meant by “coexistence” with God. Anselm writes the following

in Monologion.

To strive to give, therefore, expression to this impressed images; to strive to actualize, by an act of will, this,

natureʼs potential: such, above all, is, in consequence, the debt that rational creation owes its Creator. A debt above

and beyond the very fact that it exists. To be able to be conscious of, understand and love the supreme good is its

most momentous ability.13

He then writes the following in Proslogion.

I acknowledge, Lord, and I give thanks that You have created Your image in me, so that I may remember You,

think of You, love You. … I do not try, Lord, to attain Your lofty heights, because my understanding is in no way

equal to it. But I do desire to understand Your truth a little, that truth that my heart believes and loves. For I do not

seek to understand so that I may believe; but I believe so that I may understand.14

For Anselm, “coexistence” with God is achieved through exerting memory, will, and rational ability to seek Him.

Needless to say, it plays a decisive role in Anselmʼs contemplations.

However, this gives rise to the following doubt. If God is the object of inquiry and is also beyond inquiry, how can

one be said to “coexist” with Him? In Chapters XX through XXIV ofMonologion, Anselm uses a detailed analysis of

space and time to argue that God exists everywhere and throughout all of time without any spatial or temporal

restrictions. This argument is also summarized in Chapters XVIII through XIX of Proslogion. Let us quote from the

conclusion of Chapter XIX. “Though nothing can be without You, You are nevertheless not in place or in time, but

all things are in You. For nothing contains You, but You contain all things.”15 God always exists. It is under the

eternally existing God that contemplations aimed at understanding God can unfold.

Naturally, it is not the case that “coexistence” with God is something that is accomplished exclusively through

Anselmʼs contemplation. In other words, it is not only accomplished through theological reflections. In Anselmʼs

view, it is also accomplished in his life as a whole, that is to say, in his monastic life. Anselmʼs monastic life is

something that constantly takes place in the presence of God. The Rule of St. Benedict, which provided the model

for Anselmʼs monastic life, has the following to say regarding the divine office (officium divinum), which represents
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the center of monastic life.

We believe that the divine presence is everywhere and that in every place the eyes of the Lord are watching the

good and the wicked. But beyond the least doubt we should believe this to be especially true when we celebrate the

divine office. … Let us consider, then, how we ought to behave in the presence of God and his angels, and let us stand

to sing the psalms in such a way that our minds are in harmony with our voices.16

“Coexistence” with God is accomplished in Anselmʼs theological contemplation, in his daily liturgical exercises,

and in all aspects of his life. Needless to say, this relationship is perfected when there is beatitude in Heaven.17

II. “Coexistence” between Humans and Nature

In a discussion of the ideas of Anselm, it is not easy to address the topic of “coexistence” between humans and

nature. This is because the above-mentioned ontological hierarchy ranks nature lower than humans. Furthermore,

the following quotation of the historian Yozo Horigome may help to give us some idea of the natural environment in

which Anselm lived. “(Medieval) Europe was a darker and colder place than it is today and it was enveloped in a

grave-like silence. This was not the fault of the climate. It was because Europe was covered with an unending

expanse of great primeval forests.” “The forests were like a sea of green. A series of villages, farms, untilled land

and towns were laid out like islands surrounded by the sea of forest. They were like island nations. The world of

medieval Europe was formed of countless island nations dotted about and spread apart.”18 Bec, where Anselm

carried out his activities, was also built in a clearing in the forests of Normandy. The eleventh Century was certainly

a time when arable land gradually started increasing and exchanges in excess agricultural goods began to enliven

urban commerce. These changes were brought about by the proliferation of iron farming tools, the more efficient

use of horses through using horseshoes and carriages, and the introduction of the three-field system. Historians

have labeled this the Agricultural Revolution. It must be said, however, that this was still on a very small scale. It

was an age when nature had overwhelming power. Anselm never actually went into detail about the nature

surrounding humans or the relationship between nature and humans. However, we can draw our attention to a

passage of Monologion in which he talks about the order of the created world.

It is therefore utterly evident, beyond a shadow on a doubt, that the supreme essence alone and through itself

produced so much and so many things of such beauty ‒ things so varied, yet ordered, so different, yet concordant ‒

and produced them out of nothing.19

The force that preserves the beautiful order is “the sustaining presence” (servatrix praesentia)20 that comes

from the will of the Creator God. Anselm then explains the worldʼs natural phenomena as follows.

Everything that takes place, if carefully considered, comes about by the will of God alone, by nature according to

the power accorded it by God, or by the will of a creature; and those things which neither created nature nor the

will of a creature but only God does are always miraculous. It is therefore apparent that there are three ranks of

events: the miraculous, the natural and the voluntary.21

To do harm to the workings of nature, which obeys the power given by God, or to do harm to the order of nature,

is to contravene the will of God. Anselm writes the following. “I have no alternative but to admit that, for the sake

even preserving the whole creation, there is nothing which I ought to do contrary to the will of God.”22 These words
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are taken from a passage in Anselmʼs chief theological work Why God Became Man, in which he discusses the

heaviness of the burden of human sin. This passage represents Anselmʼs fundamental understanding of sin, which

forms the basis of his theory of redemption. The sin of Adam, the first man, destroyed the original order established

in Creation. It destroyed the “coexistence” depicted in the Book of Genesis, both between humans and God and

between humans and nature. Needless to say, this damage was rectified through the redemptive work of Christ, but

at this point it is important to clarify the following. If one were to ask Anselm how “coexistence” between humans

and nature is made possible, one would receive the sternest of replies: “Godʼs created order must not be destroyed.

In other words, one ought to do nothing that is contrary to the will of God.”

III. “Coexistence” between Human and Human

It goes without saying that Anselm lived in an age in which society was divided according to a feudal order

(ordo). Anselmʼs ontological hierarchy also reflected the real social hierarchy of the time. The three classes of

clergy (oratores), warriors (bellatores), and workers (laboratores) made their first appearance in the ninth

century and came to be spoken of once again from the eleventh century onwards.23 Although Anselm never

discussed the three classes themselves, they evidently reflect his ideas and life. Moreover, each class had its own

elaborate hierarchy. Churches, for example, had an ecclesiastical hierarchy headed by the Pope. Monasteries were

headed by abbots and monks were required to show obedience (oboedientia) to the abbot. This is something that

Anselm emphasized above all else. Accordingly, it would seem unreasonable to expect that Anselmʼs ideas can offer

us much with regards to egalitarian or horizontal “coexistence” between human and human.

This does not mean, however, that there was no aspect of Anselmʼs ideas that broke through this vertical

structure. This aspect is manifested through his ideas on “friendship” (amicitia). Speaking about this here in detail

would clearly be gilding the lily, as there is already outstanding research into this by R. W. Southern and many

others.24 I will therefore limit myself to making only a few points.

In the traditions of ancient philosophy and thought, “friendship” was of course a major theme. It is highly likely

that Anselm would have been aware of this through Cicero and Seneca. However, Anselmʼs ideas on “friendship”

would have been influenced less by this “profane” literature and much more by traditional monastic literature. His

ideas would have been influenced in particular by the view on friendship laid out in Collationes (Cassianus around

360-430/35 25). There are three kinds of friendship. The first is based on the natural association; the second, on the

relationship of groups with a common purpose; the third, on a union of souls in pursuit of a single noble and rational

aim. Each of these friendships functions as a social and communal bond of intimacy. All three have significance for a

monastic community, but the third kind of friendship, if it is too private or individualistic, may threaten the order of

the community. Despite this, it is the most characteristic kind of friendship found in Anselmʼs ideas. This is made

clear in Anselmʼs letters. More than 400 of Anselmʼs letters remain, and many of the letters that indicate Anselmʼs

ideas of friendship were written when he was a prior and an abbot of Bec.

1. Expression of Passionate Friendship

Anselmʼs letters of friendship could not be more passionate. Take, for example, the following.

Whereas true love (amor) honorably bestowed demands to be loved blamelessly in return, I do not consider

myself shameless if I display my love for you to some extent either to gain yours for me or, having gained it, to

render it more perfect. But because of the very great distance separating us, you are not able to experience my love

for you either by act of kindness on my part or even by conversations: may this letter of greeting be a sign to you

that the memory of your love (delectio) thrives within me, For when your respected fraternity (fraternitas) first
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made itself known to my lowliness by its presence, my soul so deeply marked it by drawing you close in the

embrace of charity (caritas) that, by loving you, it impressed a clear image of you on itself. By this, despite your

absence, you are always present to me. Yet however rare our meetings may be, my affection (affectio) is not

intermittent but continuous.26

This letter was written around 1075, when Anselm was prior of Bec. This means that it is from the earliest period

of his letters. In this letter, Anselm is inviting two young men named Odo and Lanzo to enter monastic life. The

above quotation is from the beginning of the letter. Here, Anselm passionately expresses his love using such

amorous language as amor/amare, dilectio/diligere, fraternitas, caritas and affectus. Such is the fervency in

Anselmʼs language that the text could easily be mistaken for a love letter. By discovering in friendship the bonds of

intimacy that connect individuals, and by giving these bonds of intimacy expression in his fervent terminology and

writing style, Anselm offered something new that could not have been achieved in this way before his time.

2. Conscience (concientia)

Anselmʼs view of friendship has a unique depth because he saw friendship as something that exists within

individuals: in the innermost parts of the soul. Let us consider his view from the perspective of “conscience”

(conscientia).27

Again and Again it presses upon me, aware as I am of anotherʼs conscience, which is mine, that my letter should

fly across the sea to it and fly more often as if wanting to receive information about the state of my friendship. But

what will my letter tell you that you do not know, you, my second soul? Go into the inner chamber of your soul and

consider the affection of your true love and you will learn the love of your true friend. Although we may not be

equal by equality of conduct, still I dare not say that we are different; indeed, as regards the quality of our mutual

love, we are not dissimilar. For I confess, and I blush to do so, I admit, I say that my tepid charity is surpassed by

your fervent charity.28

This letter (Letter 16, 1070-77) was addressed to Anselmʼs friend of friends Gundulf. Gundulf was a monk in Bec ,

and would later become the Bishop of Rochester, England. Anselm writes in the letter that Gundulf ʼs “conscience” is

as his own and that he is therefore aware (concius) of it. The “conscience” that Anselm talks about here is different

from that used later on in scholasticism, where it refers to the capacity to make ethical judgments.29 For Anselm, it

is consciousness/awareness concerning the innermost parts of oneʼ s soul, and also the mutual conscious-

ness/awareness of the soul between companions exchanging friendship.30

Anselm calls Gundulf “my second soul” and tells him to “go into the inner chamber of your soul” to learn of his

affection. This phrase appears in a passage from the Gospel According to Saint Matthew, in which believers are

instructed on the correct way to pray. The point that requires the most attention here is that Anselm quotes this

biblical phrase at the start of Proslogion. 31 This is to say that in Proslogion, Anselm urges the reader to “go into the

inner chamber” of oneʼs soul to seek God and here he encourages the friend to “go into the inner chamber” of his

heart to learn of his friendship. The place where one seeks God is the very same place where a friendʼs love emerges

‒ the “inner chamber of your soul” or “conscience.” In other words, friendship is established when fellow believers

who seek God in the innermost parts of the soul mutually come to be aware of it in innermost parts of the soul.

3. Friendship with the Dead

Anselm called Gundulf “my second soul,” but this phrase was also used to describe the deceased. Letter 4, quoted

below, was written before Letter 16, and addressed to the same Gundulf. The letter mentions a man named Osbern,
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who was a monk of Bec. When Anselm became a prior, Osbern was initially jealous and defiant, but in the end he

showed heartfelt reverence and obedience. However, he suddenly fell ill with a disease that would prove fatal,

despite Anselmʼs desperate attempts to nurse him day and night. Anselm says to Gundulf that Osbern must never

be forgotten. The passage here speaks of Anselmʼs acute affection (affectus) towards his late friend Osbern.

With as few words as possible and as much fervor as I am capable, I ask you and all my friends to pray for the late

Osbern, my sweetest friend. Wherever Osbern is my soul is his soul. May I therefore receive on his behalf, while

living, what I could hope for frommy friends when I am dead, so that they will be free of obligation to me when I die.

Farewell, farewell, my dearest friend; and that I may repay you in accord with your importunity, I pray and pray

and pray; remember me and do not forget the soul of Osbern, my beloved. And if this seems to you to be too great a

burden, forget me and remember him.32

I would like to relate this passage to what was said by Anselmʼs biographer Eadmer in Vita Anselmi.

After Osbernʼs death, Anselm did not withhold from his dead friend the offices of that holy love which he had

bestowed upon him while he was alive. Each day throughout an entire year he celebrated a mass for his soul. And if

he was ever prevented from celebrating that sacrament, he procures one of those who had the duty of saying votive

masses to say one for the soul of his brother, and repaid this service as opportunity arose, by saying another mass

before the one for his dead friend. And so, every day for a whole year, he either said a mass for himself, or borrowed

one said by another and repaid it. Besides this, he sent letters in all directions asking, and procuring, that prayers

should be made for the soul of his Osbern.33

The contents of the letter addressed to Gundulf that is quoted above also requested that a mass be celebrated for

Osbernʼs soul. In this monastic liturgy, friendship with the departed is expressed and the memory of the departed

lives on. In this setting, the fraternal relationships people previously had with those who are now dead are revived

in the present. Liturgy is the setting where one coexists with the dead.

4. Friendship in Heaven

For Anselm, friendship was not limited to the bonds between individuals in past and present. Anselm believed

that friendship is something that lives on in heaven; indeed it is in the life eternal that friendship is made complete.

Anselm speaks about this in Chapter XXV of Proslogion. In this chapter, Anselm enumerates the virtues and joys

of heaven and he counts friendship among them.

If it (the good) is friendship, they will love God more than themselves and one another as themselves, and God

will love them more than they love themselves because it is through Him that they love Him and themselves and

one another, and He loves Himself and them through Himself. 34

For Anselm, the friendship that is established between fellow believers who seek God in the soulʼ s “inner

chamber” represents the imitation of friendship in heaven. Once this friendship is made complete in heaven, a

“coexistence” that stretches from past to present and into the future will be accomplished. This is “coexistence”

between human and human and, at the same time, as mentioned above, the completion of “coexistence” between

God and those who seek Him.

One may then ask whether, if the above represents Anselmʼs view of friendship, the “coexistence” between

human and human would not be limited to an extremely small sphere. Would it not be limited to relationships
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between monks and between nuns? This is indeed the case. When considering friendship within the theme of

“coexistence,” the sphere of this “coexistence” will become limited. This is also argued in Aristotleʼs Nicomachean

Ethics: “it is well not to seek to have as many friends as possible, but as many as are enough for the purpose of living

together (συζῆν).”35 Despite this, there is surely a need to consider friendship as an element that establishes

“coexistence.”

IV. “Coexistence” between Cultures

It is perhaps inappropriate to bring in the concept of culture to Anselmʼs ideas. The modern day word “culture”

was not in Anselmʼs vocabulary. Let us consider the Latin word cultus. For Anselm, this meant above all “worship

of God” or “liturgy” (Dei cultus), and it also meant attitudes, lifestyles, and habits that displayed reverence towards

God, in particular relating to the monastic life.36 When we consider this view, we will be able to discover coexistence

between cultures in Anselmʼs ideas and in his actual activities.

1. An Encounter with Monks in England

In 1079, Anselm visited England. For Anselm, England was a country of “barbarians (barbari)37 who speak in an

incomprehensible tongue.” It was a world with a foreign culture. The purpose of Anselmʼs visit was to go to

Canterbury in order to inspect Becʼs property there and to meet his former teacher, Lanfranc. Once in Canterbury,

Anselm gave an address to the monks of Christ Church. “It explained and proved that he who loves another

possesses something greater than he who is the object of this love.38” In his biography of Anselm, Vita Anselmi,

Eadmer introduces the content of the sermon and records that “Anselm talked to them daily in the chapterhouse or

in the cloister about the life and habits of monks, setting forth wonderful things which had not been heard of before

this time, with reason and eloquence. At other times also he talked privately with the more intelligent among them,

raising deep questions concerning both sacred and secular books, and giving his answers to their problems.”39

Whether in his words on love or his words on monastic life, habits and sacred books, what attracted and captured

the hearts of Eadmer and other English monks was Anselmʼs rational manner of speaking. Eadmer emphasizes that

what Anselm was saying about monastic life and habits was entirely unheard of among English monks. This point

requires some explanation.

In 1066, William, duke of Normandy (around 1027‒87) defeated King Harold II in the Battle of Hastings, and was

enthroned as the King of England. The Anglo-Saxon dynasty was destroyed and the Norman dynasty began.

William the Conqueror enforced continental standards in a range of areas, including politics, economics, culture, the

church, and monasteries. He summoned Lanfranc, who had been the abbot of Caen in Normandy, to the position of

Archbishop of Canterbury, and Lanfrancʼs crossing into England, together with the monks of Bec and Caen, was a

part of this policy. When Lanfranc arrived in Canterbury, he saw before him monks who clung fast to the

ecclesiastical and monastic traditions of the Anglo-Saxon era, and who appeared to him to be backslidden

wretches.40 Lanfranc then set about the task of reform.41 He rebuilt the church tower, enriched the libraryʼs

collection, and drew up new constitutions for monastic life, which were based on the continental Monastic

Constitutions of Cluny.42 He then turned to the liturgy and removed Anglo-Saxon era saintsʼ days from the church

calendar. It goes without saying that this resulted in conflict, both openly and covertly, between Lanfranc and the

Norman monks on the one side and the English monks on the other, also referred to as the conflict between Norman

monasticism and Anglo-Saxon monasticism. Anselm knew about this of course, and the situation was no different

upon his arrival. Through Anselmʼs speech, the monks heard for the first time a well-reasoned and convincing

explanation concerning the monastic life and the habits that the Norman occupation had forced upon them. It can

be said that Eadmerʼs account is an expression of his amazement at what was accomplished.
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Anselm did not only introduce these ideas to the monks of Canterbury, but he also visited other monasteries and

spoke to other monks, nuns, and clergymen. Eadmer writes “He conformed himself, so far as he could without sin, to

their various habits.” He then goes on to say “He set forth each point with familiar examples in daily life, supporting

them with the evidence of solid reason, and leaving them in the minds of his hearers, stripped of all ambiguity.”43

Anselm did not only give a rational explanation of Norman monasticism and successfully convince the monks of

England, but he also accommodated the habits of Anglo-Saxon monasteries, churches, and barons. In short, he

accepted the traditions of Anglo-Saxon culture.

2. The Dialogue with Lanfranc about St. Ælfgeus/ Ælfheah

Let us look at another example of Anselmʼs acceptance of Anglo-Saxon culture that is reported by Eadmer.44

This example involves a dialogue that Lanfranc and Anselm had about the Anglo-Saxon era Archbishop of

Canterbury, Ælfgeus/Ælfheah (died in 1012 45). Ælfheah was captured during a Dane invasion and he was later

murdered because he would not allow the payment of ransom money that had been extorted from the poor. The

people of England regarded him a saint and martyr and he was honored with a feast day in the church calendar

(April 19th). Lanfranc was dubious about whether Ælfheah really qualified as a martyr. This was because Ælfheah

was killed not for the sake of Christ as such, but because he would not allow his ransom to be paid. Anselm

addressed Lanfrancʼs doubts. According to Anselm, the direct cause of Ælfheahʼs death was indeed not his refusal

to deny Christ, but his refusal to accept the payment of ransom money that was stolen from his people. What was in

Ælfheahʼs heart at this time was the desire to defend justice, and it was for this righteous act that he was killed.

Because Ælfheah died in the cause of justice, he qualifies as a martyr. The basis for this is as follows. The Church

venerates John the Baptist as the first martyr. However, John the Baptist was killed, not because he refused to deny

Christ, but because he desired to speak the truth. In other words, he died for the sake of truth. Incidentally, the

Scripture says that Christ is both truth and justice. Therefore, to die for the sake of truth is to die for the sake of

Christ, and likewise to die for the sake of justice is to die for the sake of Christ. Thus, Ælfheah is regarded as a

martyr. Lanfranc accepted Anselmʼs argument.

There is a reason why Lanfranc had no choice but to accept Anselmʼs argument, which was based on the

identification of justice and truth. He had previously written an annotation for a difficult passage in the Epistle to

the Romans Chapter 3 Verses 4-10, in which he explained that justice and truth are one and the same.46 There is no

doubt that Lanfrancʼs Commentary provided essential material for Anselmʼs reflections. One of the fruits of his

reflections can be considered to have been his argument concerning Ælfheah. After returning from England,

Anselm penned On Truth (around 1080-1086). In this work, he defined truth and justice via the concept of

“rectitude” (rectitudo).47 When Anselm discusses truth of action in Chapter V, he quotes from Chapter 3 Verse 13

of The Gospel According to Saint John: “He who does evil hates the light,” and then states “He does not separate

from this truth or light one who suffers persecution for justiceʼs sake.”48 The dialogue he had with Lanfranc

concerning Ælfheah may well have been on Anselmʼs mind when he wrote these words.

However, what must be emphasized here above all else is that Anselmʼs rational argument rescued the cult

(cultus) of Saint Ælfheah and his feast day, which were part of the liturgical traditions of churches and monasteries

in England, from extinction.49 According to Eadmerʼs account, “Lanfranc ordered a careful history of his life and

passion to be written. This history was nobly written at his command by Osbern, a monk of Canterbury, of happy

memory, who wrote it not only in plain prose for reading, but also put it music for singing.”50 This Osbern is not the

same as the man discussed earlier on, but it should indeed be mentioned that he was a disciple of Anselm in Bec.51

With regards to Anselmʼs ideas on friendship, we learnt earlier that liturgy is the place for “coexistence” with the

dead, but we should also see that the “coexistence” of liturgical tradition and liturgical culture, by which there is

“coexistence” with the dead, is accomplished by a spirit of rationality and tolerance.
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It is no exaggeration to say that Anselmʼs chief responsibility as Archbishop of Canterbury was to work out how

to achieve harmony between the Anglo-Saxon era traditions of churches and monasteries, the reform movement of

Pope Gregory VII, and the traditions of Norman monasticism. However, there is no space to go into this in detail.

Concluding Remarks

We have considered Anselmʼs ideas on “coexistence” between God and human, between nature and human,

between human and human, and between cultures. It may seem strange to see liturgy as the setting for each type

of “coexistence.” However, as the focus of Anselmʼs life and thought was the search for God and coexistence with

Him, the place where this was carried out in the most concrete way was liturgy: the place where one meets with

God. What Anselm accomplished was an unprecedented synthesis of monastic spirituality and theology.

1 Hereafter, the source of Anselmʼs texts will be F. S. Schmitt, ed., 1968 Sancti Anselmi Opera Omnia. Stuttgart-Bad Cannstatt.

Please note that whenever a quotation is used, the chapter and line of the same publication is included. The source of the

English translation of the texts is Davies, B. and Evans, G. R., ed., 1998, Anselm of Canterbury, The Major Works. Oxford:

Oxford University Press.

2 Monologion (=M) c. XXVIII, 46, 2-3: Si enim diligenter intendatur, ille solus videbitur simpliciter et perfecte et absolute esse,
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3 De casu duaboli, c. I, 233, 10-11: Denique si non est aliquid nisi unus qui fecit et quae facta sunt ab uno : clarum est quia

nullatenus potest haberi aliquid nisi qui fecit aut quod fecit.

4 M. Prologus, 7, 1-3.

5 M. c. I, 13, 5-11: Si quis unam naturam, summam omnium quae sunt, …aliaque perplura quae de deo sive de eius creatura

necessarie credimus, aut non audiendo aut non credendo ignorat : puto quia ea ipsa ex magna parte, si vel mediocris ingenii
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Does the Placebo Effect Change Our Understanding of the

Causal Relationship between Mind and Body?
1

Yasushi Ishida

Summary

The “placebo effect” refers to what happens when a patient or test subject is given a dummy drug or

non-authentic medical treatment and, despite the fact that it should not have any pharmacological or authentic

medical and/or physiological effects, a therapeutic effect can be seen in the individual concerned. This effect is an

influence that is exercised from the mental to the physical; it is one that runs counter to the perspective of modern

physics and medicine (called physicalism) and is considered to provide empirical grounds for mind-body dualism.

Physician and ethicist Howard Brody has offered quite a interesting interpretation of the placebo effect.' He argues

that in taking the placebo, patients will attribute certain meanings based on their conditioning and expectations or

anticipation; the meanings they attribute in turn bring about physical changes.' The placebo effect thus constitutes

a “response” that is both epistemic and physical. Using this interpretation enables us to show how the placebo effect

can be understood within the framework of modern-day physicalism. This suggests that the placebo effect,

including that which occurs in alternative medicine, is not necessarily something that leads to mind-body dualism

or the endorsement of causal influence from the mind to the body.

Keywords: Placebo effect, alternative medicine, mind-body relationship, physicalism, causal relationship

Introduction

Giving a patient a dummy drug with no inherent medicinal properties that is misrepresented as being a real drug

may result in the appearance of some medical or physiological improvement. Such improvement is called the

placebo effect. When some sort of effect is brought about even though the patient has been given what is not an

authentic drug, we should see the cause of that response as coming from something other than whatever it is that

the patient has been given.' If this is indeed the case, it would appear to be difficult to find the empirical grounds for

this in anything other than the patientʼs awareness and understanding of what they have been given. This effect

does not occur universally, as we shall see below.' But if it often occurs, then it would be safe to say that changes at

the level of consciousness and belief bring about medical or physiological changes in the body.

The tacit premise of modern-day science including medicine is what is called the physicalist schema, which

inevitably sees physical changes (including those in the body and the flesh) as the cause of other physical events

(including those involving the body and the flesh). When the placebo effect occurs, however, a physical change is

brought about solely by the patientsʼ awareness or belief that they have taken medicine despite having taken a
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dummy drug that clearly has no medicinal effects. While it may seem possible to regard this as an influence from

the consciousness to the body (causal effect), if that were the case then it would have a logical conclusion that

overturns the aforementioned physicalist premise. Given the implication of the placebo, there come the moves to

criticize the physicalist schema of modern-day science and to endorse traditional philosophical the dualism.

This article will attempt to show the possibility that, based on a certain interpretation, the placebo effect does not

absolutely run counter to the physicalist schema; to be more precise, it can also be seen within the scope of

physicalist understandings of causal relationships. This is not far-reaching for a philosophical objective. However,

this understanding logically entails that it is not necessary to make claims for some dubious type of dualistic view in

making use of alternative medicine. 'Demonstrating this in terms of the placebo effect is the secondary objective of

this article.

1. Alternative Medicine and the Placebo Effect

In recent years, so-called alternative medicines such as acupuncture, chiropractic, and aroma therapy have

attracted attention as tools that can complement the treatment of diseases and conditions of poor health that cannot

be treated by Western medicine alone, and at times serve as the actual treatment. It is said that the assessments of

these alternative medicines vary. Moreover, the so-called placebo effect makes it difficult to evaluate their

effectiveness and meaning. The interpretation from the perspective of Western medicine is that although an

alternative medicine whose medicinal value can be questioned, for example, may still produce a positive effect in a

patient, that result is due to the placebo effect.

While the placebo effect is inseparable of the effects of alternative medicine and one which makes it difficult to

evaluate such medicine, we nonetheless need to acknowledge that the two concepts are independent of each other.

The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) does not exclude the impact of the

placebo effect in assessing the effectiveness of alternative medicine, which probably constitutes evidence that the

two concepts are mutually independent. To be more precise, it can be said that modern-day alternative medicine is

attempting to establish its significance in relation to Western medicine by introducing aspects of the placebo effect.

Western medicine has been reluctant when it comes to scientific explanations of the placebo effect; accordingly, the

effect does not have a central place in its treatments. If the placebo effect does exist, it would be natural for

alternative medicine, which is more affirmative when it comes to introducing methods that are not (cannot be)

explained by Western science, to direct its attention to the placebo effect. However, the big problem is, if alternative

medicine seeks to systematize itself and define acceptable standards, then how is it to integrate to its “medical

methods” in a persuasive form something like the placebo effect that does not occur universally?

2. What Is the “Placebo Effect”?

The word “placebo” comes from Latin and originally means “I shall please.” The term has been used for dummy

drugs with no medicinal properties that are given to patients for whom an authentic medical treatment cannot be

found. It appears that there were times when some inert substance (sugar pills, etc.) would be used in a form that

resembles an authentic medicine as a placebo to satisfy patients who wanted medicine or expected some implicit

effect when they were not presenting symptoms that indicated the need for any authentic treatment. These

substances with no pharmacological effect were called placebos. Normally substances are made as control drugs

whose shape, size, color, flavor, and smell are exactly the same as those drugs whose medicinal properties are being

investigated; they are used in clinical medicine as placebos to test and verify the effectiveness of the authentic

drugs (the effectiveness of the drugs being tested is normally evaluated using the “double blind test” method). The
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issue at hand is that the placebo effect may appear with the control drug.

The “placebo effect” can be thought of as the nonspecific physiological effect that occurs as a result of giving

someone a placebo that is not expected to have any medicinal properties. Given the frequency of psychological and

psychophysiological responses as well as the fact that a specific placebo effect cannot be consistently anticipated

when using certain placebos, the prevailing orthodoxy is that the appearance of the effect is probabilistic. Henry

Beecher, the first person to report on the placebo effect in publishing the results of a study, found that the effect

appeared in 35% of the 1,082 people he studied [Beecher 1955] (a number of critics have contended that his study

cannot be said to constitute enough evidence to underpin the placebo effect since that rate was by no means high).

Currently, it is said that no medically or physiologically complete explanation exists as to why this effect is seen.

The things that can be understood as placebos are not restricted to substances like dummy drugs that are taken

directly into the body. Physician and ethicist Howard Brody has cited a variety of extremely interesting case

studies in which the placebo effect occurs due to something other than a dummy drug [Brody 2000; page citations

to this work are to the Japanese translation].

・Venezuelan physician Dr. Marianella Castes and colleagues attempted to see if giving “conditioning” to asthma

medication would allow the sole conditioned stimulus to show medicinal effects, performing an experiment

involving 42 children with asthma over a 15-day period. The conditioning group received two daily doses of a

typical asthma medication through a metered-dose inhaler, plus a vanilla aroma added as the conditioned

stimulus. Another group of children were given the vanilla aroma and the medication, separately, at different

times of the day, so that no conditioning would occur. After 15 days, the lungs of the children in the conditioning

group functioned better when they were given the vanilla aroma without the medication. On average, they

showed improvements at about one-third the rate of the group who continued to receive the authentic drug.

Through this experiment Dr. Castes realized that not only the vanilla aroma but also the metered-dose inhaler

functioned as a conditioned stimulus. When the same inhaler was used to provide water instead of the drug, the

water vapor alone produced improvements in the childrenʼ s lung functions (in this case, too, at a rate of

roughly one-third that for those given the real drug) [Brody 2000: 112-3].

・When a child cuts himself, his mother puts a Band-Aid on the wound. Usually the wound heals and the pain

goes away not because of the Band-Aid but rather because of the bodyʼs natural healing ability. Nevertheless,

the child feels that the Band-Aid will make the pain go away quickly. The Band-Aid in this case must be put on

by the same person who has been doing so all along [Brody 2000: 113].

・In the 1960s, a Harvard University Team led by Professor Lawrence Egbert conducted a study in which he

divided 97 individuals who had received major surgery for various wounds into two groups. The first group

received the conventional medical examination and basic medical history check from an anesthetist prior to

surgery. In addition to the conventional procedure, the second group received a lengthy and detailed

explanation about postoperative pain from an anesthetist. The anesthetistʼs explanation took the following

form. “I think you know this, but people experience pain after surgery. What I want you to be sure to know is

that having pain is normal.' Itʼs something you would naturally expect to have after the surgery you are going

to have. There are any number of things we can do to ease the pain.” The anesthetist would then hand the

patients a list of things that they could do and add, “Please donʼt hesitate to let us know if you think you need a

painkiller. The nurses here will always be keeping an eye on you, and if you say you want something because

the pain is severe they will respond quickly.” The results were astonishing. The amount of painkillers

administered to the patients who received this solicitous and meticulous explanation and were shown possible
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treatments was half that given to the first group, and on average they left the hospital two days earlier. The

researchers claimed they had produced the “placebo effect without a placebo” [Brody 2000: 129-30].

Brody reports on countless cases of this sort in his work. How should we interpret these cases that clearly did not

occur due to the administration of a dummy drug? While Henry Beecher popularized the term “placebo,” Stewart

Wolfʼs definition of the placebo effect is cited the most widely [Wolf 1959: 689]. According to the defimition, the

placebo effect refers to “any effect attributable to a pill, potion or procedure, but not to its pharmacodynamic or

specific properties.” The NCCAM uses an interpretation that goes one step further. Their interpretation holds that

the placebo effect is “a beneficial health outcome resulting from a personʼs anticipation that an intervention̶pill,

procedure, or injection, for example ̶ will help them. A clinicianʼs style in interacting with patients also may bring

about a positive response that is independent of any specific treatment” (emphasis added). 2

Viewing the placebo effect as a “response” that takes into consideration the psychological aspects of the patient or

test subject has become more and more common in recent years. Andrew Weil, a central figure in the field of

alternative medicine, argues, “Such results are not effects of the dummy pills but responses of patients to taking

them. They should be called ʻplacebo responsesʼ” (emphasis in original) [Weil 1988: 277, page citations to this work

are to the Japanese translation]. David Moerman argues that the patient is not simply being duped by the placebo

effect, but rather is trying to create a “meaning response” to an event that has meaning [Moerman 2002].

“Expectancy,” “response,” “the attribution of meaning” ̶ the understanding that a placebo effect occurs when

such things are together appears predominant (accordingly, I will use the term the placebo “response” rather than

the placebo “effect”). Is it possible to see all these various points in a consistent manner?

Brodyʼ s interpretation in this regard is of great interest. He offers the following cases as examples that

demonstrate the importance of expectancy and conditioning.

・In a case from the 1950s, a certain physician had a patient known as “Mr. Wright,” who was suffering from

cancer of the lymph system and had developed large tumors throughout the body that were easily palpable by

the doctor. At that time, a group of physicians were studying a new chemical formula called krebiozen, which

was being widely hailed by the media as a miracle cure for cancer ̶ although the medical establishment was

less convinced. Wrightʼs cancer was so far advanced that this group of physicians initially thought to exclude

him from the research study; however, they gave him the drug on compassionate grounds, as an exception, and

not because they expected any treatment response. Miraculously it seemed, Mr. Wright gained weight, looked

and felt better, and his tumors shrank so much that they were barely detectable. Wright continued to improve,

until local newspapers began reporting krebiozen was not actually the great advance as had first been thought.

After reading this negative coverage, Mr. Wright became discouraged, immediately began to lose weight, and

his tumors starting growing again. On the assumption that the power of suggestion had been largely

responsible for Mr. Wrightʼs response to the medication, the physicians decided to tell him that the first batches

of krebiozen sent to their clinic had not been at full potency. They assured him that the lab had corrected the

problem and the new, stronger batch of the drug would soon be available. They continued to encourage Mr.

Wrightʼs hopes, finally announcing that the big day had arrived ̶ the new batch of the drug had arrived. They

proceeded to give Mr. Wright injections as before, actually using sterile water. Despite this, Mr. Wright showed

the same dramatic improvements that had occurred with the first course of krebiozen. His remission lasted

until, for a second time, the newspapers undermined the physicians, stating unequivocally that the “AMA

reports that krebiozen is worthless against cancer.” Mr. Wright once again began to decline, his tumors grew

massively, and he died shortly thereafter [Brody 2000: 14-5].

342 Does the Placebo Effect Change Our Understanding of the Causal Relationship between Mind and Body?



・Robert Ader of the University of Rochester assisted in the treatment of a young teenager named “Ruth” who

had developed a severe case of systemic lupus erythematosis at the age of 11. At the age of 13, she was

suffering from kidney damage, high blood pressure, and bleeding as a result of this severe autoimmune disease.

Her physicians decided she needed immediate treatment with the powerful drug cyclophosphamide to shut off

her overactive immune system. But cyclophosphamide was known to have strong side-effects.

Her mother, a psychologist, knew that Ader had experimented with cyclophosphamide on rats; the rats had

received a harmless but distinctive substance along with the cyclophosphamide and later, when they received

the harmless substance alone, their bodies reacted as if they had received another dose of cyclophosphamide.

Ruthʼs mother wondered if a similar method could be used to reduce the amount of cyclophosphamide her

daughter would be receiving ̶ thereby possibly avoiding the toxic side effects of the medicine. The physicians

agreed to try this, eventually combining the cyclophosphamide treatment with two other distinctive

substances, cod liver oil and a strong rose perfume.

For the first three months, Ruth received full-dose treatments with cyclophosphamide and was also given

cod liver oil and allowed to smell the perfume. At subsequent monthly treatments, she continued to receive the

cod liver oil and the perfume but the cyclophosphamide was administered in one of every three sessions. 'A

year later Ruth was being given only half the normal amount of cyclophosphamide, yet the treatment had

produced remarkable results and her symptoms had eased [Brody 2000: 16-7].

We should note that “expectancy” and “conditioning” play extremely important roles in these examples. How do

such “expectations” and “conditioning” become a “response”? According to Brody, the placebo response “is the

bodyʼs reaction to a healing signal in its environment, which acts through the mind” [Brody 2000: 21]. As a means

for understanding these healing signals he introduces the perspective of symbols. Brody defines the placebo

response as follows:

a change in the patientʼ s health or bodily state that can be attributed to the symbolic effect of medical

treatment or the treatment setting [Brody 2000: 24].

The function of symbols such as words, codes, pictures, and movements is to suggest some other things or cause

someone to think of other things. Elsewhere, Brody says a symbol is something that refers to or reminds one of that

which is greater or more powerful than the symbol (a “national flag,” for example, is a symbol of “patriotism”)

[Brody 2000: 20]. Symbols in the sense of such coded meanings require a network of knowledge and beliefs behind

them. For a “national flag” to be the symbol of “patriotism,” we have to have observed situations and events where it

was used to rouse patriotism and people must know and believe that this is what is happening. In order to say that a

“dove” is a symbol of “peace,” people must have a piece of knowledge or belief that the images or designs of doves

express “peace,” and that this knowledge and belief must have (meaningful) connections with words, say, “hawks”

and “doves” in political contexts and knowledge and beliefs about concrete examples recently seen (regarding

some politician or another), thus creating a network of some sort. Knowledge and beliefs do not exist

independently; they usually create networks of relationships with other knowledge and beliefs. What I am talking

about here is our epistemic condition; this holistic view of knowledge and belief is regarded as conventional wisdom

in epistemology. Such networks should connect easily with the conditioning based on a patientʼs past experiences

and the expectancy and presuppositions that are based on that conditioning. Given this understanding, there is the

possibility that any kind of dummy drug or operation that satisfies reasonable conditions (a network based on

experience, conditioning, and expectancy) will take on symbolic value and evoke a placebo response.

Of course, as long as it takes on symbolic value, then not only the dummy drugs and fake effects seen thus far, like
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sugar pills and injections of sterile water, but also authentic medical treatments should be taken involve a placebo

response. The following passage from Brody makes this point clear.

This is not to say that only those things that while normal in terms of symbols or signals do not affect the body

will cause the placebo response. For example, pills, injections, and surgical procedures directly act on the

human body through methods in keeping with conventional biomedical theory while also simultaneously

operating as a symbol that evoke a placebo response [Brody 2000: 25].

Here we see that the placebo response can also be observed in methods in keeping with conventional biomedical

theory. Accordingly, what Brody understands as the placebo response may be criticized as something whose scope

is far broader than conventional understanding would have it. However, when a conventional biomedical treatment

produces an effect other than that which was originally intended, or when that effect is produced in a way not

originally imagined, this may play a certain role in the discussion of explaining it medically. In that sense, Brodyʼs

use of “the placebo response” is not eccentric.

If the important thing first of all is that a placebo brings about a response from the standpoint of awareness, that

is an epistemic response, then the placebo effect (response) as Brody sees it can first be understood as an issue of

how things are understood, meaning is attributed, and the way the patient or test subject feels. However, how do

the attribution of meaning and ways of thinking affect the body? Brody responds to that question in the following

way. Dubious hypotheses may also be included here when it comes to the relationship between consciousness and

the brain or the mind-body connection. Nonetheless, the interpretation is extremely suggestive, and simultaneously

in a certain sense it also presents the issues for modern-day medicine and science. This interpretation holds that,

when a patient for example takes a placebo pill and the placebo response occurs, they are affected by their

consciousness and the way they think, and the following phenomena occur.

(1) (When taking a placebo pill,) if the way the patient thinks changes, then the chemical actions in the brain

are also changed. This is because the consciousness and the chemical actions of the brain are in a

mutually reciprocal relationship.

(2) If the chemical actions of the brain change, then it is possible that the biochemical pathways that connect

the brain with the other parts of the body will also change.

(3) If a change occurs in the pathways that connect the brain and the body, then it is possible that the

systems of that body which are affected by those routes will also change.

(4) If the systems of a body are biochemically affected, then healing may occur. [Brody 2000: 160]

The point in (1) ̶ “there is a mutually reciprocal relationship between the consciousness and the chemical actions

of the brain” ̶ is a hypothesis that likely calls for questions if seen from the perspective of trying to make clear the

mutually reciprocal relationship between the mind and body based on the placebo response. Moreover, as Brody

himself is aware, the question of whether it is possible to specify such biochemical pathways is a point of concern for

this interpretation. He says, “Whatʼs unfortunate is that the research I have done thus far does not specify these

biochemical pathways. Accordingly, the data that would directly connect the understanding of attribution of

meaning and the symbolic attribution of meaning to biochemistry does not in fact exist” [Brody 2000: 160-1]. This

interpretation, therefore, does not go beyond the domain of hypothesis.

However, as we shall see it does greatly help us to understand the placebo response from a physicalist

perspective. Let us summarize the extremely interesting interpretations to be found in Brody [Brody 2000]. First,

we see a placebo not as the effects of a dummy drug, but rather as “meaning responses” on the part of the body (or
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the body and the mind). Second, meaning responses produce changes in the body and those changes produce

“healing.” Third, in alternative medicine, too, it may be possible to understand many treatments as placebo

responses from the perspective of how they “act as symbols.” However, fourth, the mechanism (biochemical

pathways) of those changes is not yet specified.

3. Physicalism

It is common knowledge that traditional post-Cartesian mind-body dualism (substance dualism) is disappearing

from modern-day Anglo-American philosophy. Even when someone makes a claim for dualism, they do so for

property dualism, which emphasizes the special characteristics of mental properties. Denying the distinctiveness or

uniqueness of mental properties and that which operates as mental properties in mind-body causation is referred

to as materialist monism. Such monism in the present day takes the form of “physicalism.” (In the discussion that

follows, I refer to those events that seemingly occur in the so-called “mind” ̶ even though they ultimately are

physical phenomena ̶ as “the mental” or “mental properties,” while those events that take place in the physical,

biological body and flesh I refer to as “the physical.” )

There are two aspects to physicalism as a theoretical assertion. The definition that I cite here expresses them

precisely.

“[Physicalism is] the thesis that whatever exists or occurs is ultimately constituted out of physical entities. But

sometimes ʻphysicalismʼ is used to refer to the thesis that whatever exists or occurs can be completely

described in the vocabulary of physics” (Audi 1995: 617).

In short, physicalism contains two notions, an ontological claim (“whatever exists or occurs is ultimately constituted

out of physical entities”) and an explanatory claim (“whatever exists or occurs can be completely described in the

vocabulary of physics”). The logical conclusions that arise from this physicalist understanding are the negation of

the existence of the mental (in the Cartesian sense, and hence the negation of Cartesian dualism) and the negation

of the non-physical (which includes “properties”, not just “substance” as claimed by Descartes). Physicalism also

makes an aggressive claim about how events occur in the world. It claims that the world is “causally closed” (also

expressed as “causal closure”). 3

There are numerous interpretations of causal closure. I begin here with one that highlights the characteristics of

causes with regard to physical events:

Any physical event, if it has some cause, has a physical cause.

This idea is the principle for understanding our world (known as the “causal closure of the physical” principle) [see

Kim 2010: 112-3]. What this means is that if we trace back the causal relationships for some event (of course,

meaning some physical event), we will inevitably arrive at something physical. However, this principle cannot

exclude the possibility of causes that are other than the physical̶that is to say, this does not exclude the possibility

that a dualist would say some non-physical causes may be operating simultaneously (e.g., a cause may be some

magical being or effect from like angels or witchcraft). In short, this principle does not guarantee complete closure

in the domain of the physical. Thus, as the “causal closure of the physical” principle a stronger guiding principle is

often presented:

Any physical event has only a physical cause.
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Modern-day physicalism makes frequent use of this stronger causal closure principle. Scientific and medical

practitioners (scientists and health professionals) do the same.

What implication does this stronger causal closure principle have for the mind-body relationship? Given that it

claims that any causal relationship is physically closed, it theoretically includes the idea that causation leading from

the mental to the physical is impossible. This can be diagrammed as follows, where M1 and M2 refer to “the mental”

and P1 and P2 to “the physical.”

M１      M２ 
｜              ｜ 
｜ ｜ 
P１  P２ 
×

When one makes a positive claim for the causal efficacy of the mental on the physical (in discussions over the

mind-body problem, this is called “downward causation”), the result is dualism. 4 Of course, downward causation is

denied in physicalism, since only the physical is expected to provide the causal effect (this is shown on the diagram

by crossing out the large arrow). Also, physicalism contains a hidden inclination to generally reject the notion that

certain events are causally excessively determined. When someone is shot by a gun and knifed at nearly the same

time, the cause of that person dying is either being hit by the bullet or stabbed by the knife in a vital location; it

normally does not regard both as causes. In this way, physical causation normally is grasped solely through one

route. Understanding both to be causes is taken as causal “overdetermination” (in the above diagram, P2 is causally

overdetermined by both M1 and P1, meaning P2 is taken as having been determined in causal routes from both M1

and P1) ─ a scenario that physicalism rejects.

4. The Physicalist View of the Placebo Effect

What happens when the foregoing physicalist understanding is applied to the placebo response? Let us denote

conscious responses to placebos (including conditioning and expectancy) that occur at the level of consciousness

and belief (i. e., the level of the mind) as PR, the feeling that one has been healed as a result of the placebo response

as X, the physiological-biological response that occurs as the physical basis (foundation) of that healing as Y, and

the biochemical sensory creation of a sort one expects between X and Y as α. These variables are used on the

diagram that follows to illustrate the workings of the placebo response. As Brody has pointed out, what happens in

the body (in Brodyʼs terms, the biochemical pathway) when the placebo response occurs remains unknown (it is

thus a black box). The important things are that meaning is attributed̶an element with which the placebo

response cannot do without̶and that this also brings about a change (though what that is remains unknown) at

the physical level of the body.

What we understand to be the placebo effect or response is the link that goes from “a conscious response to a

placebo” to “the feeling of having been healed that is obtained as a result of the placebo response.” In short, it is:
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PR ��� X

If the feeling of having been healed is presumed to manifest itself normally ̶ more precisely, if we assume a normal

body ̶ then “the feeling of having been healed obtained as a result of the placebo response” would be natural for a

person who accepts scientific knowledge. Because we also assume that physiological-biological responses occur as

the physical basis for that healing (the α relationship), then PR (assuming a normally working body) also brings

about a physiological-biological response. In short, with the placebo response, the relationship

PR ��� Y

is simultaneously brought into being. This is a case of “downward causation” as indicated earlier, but if we make a

claim on these grounds for the causal efficacy and the significant characteristics of the mental, then the case is being

made for dualism. More precisely, understanding the placebo response as something where “PR ��� Y” can

occur ought to provide the grounds to underpin dualism.

How would a physicalist respond to this? Let us consider this bearing in mind how physicalism explains the

relationship between actions and desires. As an example, think of a desire as I want to brighten a room where I

cannot read books because it is too dark. When I have that desire, we assume what is happening in the body

(mainly within the brain) as being a black box just like the one discussed earlier with respect to the placebo

response (the diagram is shown below). Assuming there are no issues when it comes to having such a desire and

generating an action, I will flip the switch (Y) to turn on the light in the room. (More precisely, not only must there

not be any problems when it comes to generating actions, but I also must have knowledge of which room I am in at

that moment, know where the light switch to the room is, remember that the switch is not broken, and believe that

my eyesight is not abnormal ̶ these and various other understandings are connected to one another in a network,

but to keep this discussion simple I am expressing the situation as I expressed above.) If nothing is amiss in the

wires connecting the light switch and the ceiling light ̶ that is to say, if they are in a normal relationship (R) ̶

then flipping the switch will result in the light going on and allow me to read my book (thus, fulfillment of desire)

(X).

Note here the causal relationships that occur. As a result of the initial desire, because it is possible to obtain a feeling

of satisfaction by generating an action and turning on the light, the causal relationship of

Desire ��� X

comes into being. However, this is brought into being because the desire (normally, the person with the desire)

leads to the switch going into the “on” state, or more precisely, to my flipping the switch on. In this case, the causal

relationship of

Desire ��� Y

also comes into being. For the former causal relationship to come into being, the wires between the switch and the

light must be working normally (the relationship R must establish) without any problem (better still, when the

light is on, I must normally perceive that change). Only when those conditions are fulfilled can the former causal

relationship coexist with the latter one.
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Is the causal relationship from the desire to Y one of downward causation? Physicalism has prepared an answer

for this. Current scientific knowledge regards desire as being brought about as the physical foundation for an event

or process that occurs in the brain. This is a purely physicalist understanding of the mechanism by which desire

originates. As I noted earlier, the question of what exactly this event is that occurs in the brain is still not yet

completely known and awaits empirical investigation. However, no changes to the physicalist framework are

necessary, as long as the particular mechanism with respect to the origins of such an event is a biochemical

(physical) phenomenon though it may be a black box. On the other hand, this event in the brain, which is the

physical foundation leading to the action of flipping the switch to turn on the light in the room (Y), can also be

explained within causal closure ̶ the core claim of physicalism ̶ by saying that the physical leads to the physical

(electric signals come from the behavioral domain of the brain, etc., etc.). Accordingly, the fact that Y is brought

about turns into something that can be fully and consistently explained within the physicalist framework. So, it is

unnecessary to cite downward causation starting from the desire to explain Y. Of course, it is still possible to make a

claim for downward causation, but in that case we wind up being confronted directly by the issue that Y is

overdetermined (determination by both the desire and an event in the brain). This would leave to us the problem

of how we should consider overdetermination within the framework of physicalism (I will discuss

overdetermination below).

Applying this physicalist understanding to the previously outlined schema of the placebo response will solve the

problem for us. As I pointed out, important for the placebo response is the change that occurs at the physical level

(even if that mechanism is a “black box”) as a result of meaning attribution. Applying the physicalist idea of causal

closure, the change at the physical level can be seen as leading to the physical-biological response (Y) that occurs

as the physical basis of healing due to the placebo response, as the following diagram illustrates.

If we are to abide by this physicalist understanding, then it also becomes unnecessary to interpret how Y comes

into being in terms of downward causation. It might also be possible to make a claim for overdetermination just like

with the setting of an action, but within the framework of physicalism this would likely lead to a further theoretical

burden (I will discuss later the problems of overdetermination with respect to the placebo effect). Also, if we wind

up explaining in physical-causation terms in this way the physiological-biological response (Y) that is the physical

basis for healing, then when the feeling of being cured as a result of the placebo response (X) comes into being, it,

too, can be explained through physicalism premised by a normal body (α). In short, we explain the matter of X

being produced when PR has come about as something that happens because the change at the physical level

corresponding to PR (black box A) brings about Y in a physical causal relationship, and then (presuming α) Y

emerges as the physical response X. The physicalist understanding is able to present a thoroughly consistent

physical explanation of the placebo response.

In this section, I have shown that it is possible to apply a thoroughly physicalist explanation of causation even to

the placebo effect. In sum, we have seen that there is no need to look for a mental response leading to downward

causation even in the case of the placebo response, and that it can be coherently understood within the framework
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of physical changes. However, this is premised by Brodyʼs understanding that, in a placebo response situation,

meaning attribution occurs within a patient or test subject and this leads to a change at the physical level. This is

not to say, as Brody also acknowledges, that the physical mechanism premised here has been completely

established. However, if we consider the fact that the countless examples of placebo effects and responses indicate

that, first of all, epistemic changes occur in the individuals who have received placebos ̶ whether in the form of a

dummy drug or some action or another ̶ then describing an epistemic change premised by conditioning or

expectancy as “attributing meaning” is not mere wordplay. Certainly, Brodyʼ s understanding of the placebo

response based on meaning attribution also ends up including a truly varied range of procedures and actions,

including not only dummy drugs and surgical procedures but also the explanations physicians give to their patients.

His definition is open to the charge of being far too broad. The result almost seems that it would be unusual if the

placebo response did not occur even for standard medical treatments. Overly broad definitions in general are not

useful. However, the possibilities of the definition of the placebo response being too broad implies that we can also

understand a placebo response in medical treatment as an alarm bell that should not be ignored.

5. On Overdetermination

In the foregoing discussion founded in physicalism, we have denied the idea that events (for instance, Y in the

previously discussed diagram) are overdetermined. Overdetermination is something that physicalism has argued

should be excluded as a matter of course. For example, to give a simple example, letʼs think of the balls on a pool

table striking one another and moving. Imagine that the 9-ball has been hit by the 6- and 3-balls exactly

simultaneously and the 9-ball has moved. In this case, can we say that the two balls (or the two ballsʼ movements)

are the cause for the 9-ball having moved, or more precisely, that there are two causes? This is a tough problem,

but generally, if the 6- and 3-balls strike simultaneously and the 9-ball rolls off in a certain direction (assuming a

direction that is different from what it would have been had the 6- or 3-ball struck it independently), then the

respective impacts of the 6- and 3-balls would be the necessary conditions for the motion of the 9-ball, and the

impact on the 9-ball created by these necessary conditions coming together from the two balls striking

simultaneously are regarded as comprising a sufficient condition. 5

However, such an analysis applies when the things that are being claimed as multiple causes are of the same

nature. When two types of causal relationship are judged and assessed as to whether they are overdetermining, if

those causal relationships are of completely different natures then it may not be possible to sweep it away simply as

overdetermination. For example, if we speak in terms of the diagram shown earlier, if the relationship between PR

and Y is not equally a physical causation relationship that appears like one between physical things (the physical),

then perhaps we cannot exclude the causal relationship between PR and Y and give overdetermination as the

reason.

A causal relationship is a metaphysical relationship between events; to be more precise, it is not solely an

epistemic issue of the observer, but rather something that should be seen as something taking place in the outside

world, independent of the observer. This is the perspective normally stressed in modern-day Anglo-American

philosophy. (Certainly, there is also the projectivist view of causation such as the one Hume set forth, but as many

points out, it cannot explain the definite differences between correlation and causation.) Nonetheless, this

understanding of causal relationships naturally does not exclude the idea that there are multiple explanations or

descriptive possibilities for some happening. When explaining why when Mr. A was driving his car the other day it

hit the guardrail, it can be expressed as “he was going too fast and he lost control” and also as “because he made an

error in properly stepping on the brakes, he made an error in lowering the acceleration state extant at that

moment.” There usually are multiple possibilities when it comes to the description of an event.
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The two causal relationships ̶ “physical state P1 brings about physical state P2” and “mental matter M brings

about physical state P2” ̶ are two separate descriptions; for that reason, it is not logically impossible to claim that

M has some significance. Arguments that seek the significance of the mental in the effectiveness of descriptions and

explanations have been making appearances in recent years, even among those studying the mind-body problem.

Brian Loar, for example, takes such a position [Loar 1990]. In neuroethics, too, there are moves to do more than look

only to reduce psychological explanations to neurological ones on the basis of the preciseness and completeness of

neuroscience; rather, scholars draw out the explanatory efficacy of psychology, thereby its explanatory

significance, from its importance in the developments of our researches and claim that the two types of explanation,

psychological and neurological explanations, can coexist [Churchland 1986, Bickle 1998].

Seeing two scenarios ̶ “PR brings about Y” and “A (the black box) brings about Y” ̶ as two separate

descriptions also has practical merits. It is possible to see the latter as a scientifically (medically) precise

understanding and the former as simplifying that understanding along with the recognition of “having taken a

placebo.” This can perhaps be expressed in the following manner: the latter is an explanation that physicians and

scientists normally employ, while the former is an expression frequently used by patients. To this sort of division of

labor in light of explanation, we can see, correspond, for example, the differences in how an illness or disease is

grasped by the physician and by the patient respectively, as is manifestly shown and emphasized in terms of the "

framework of the physician” vs. the “framework of the patient” [Isobe 2011] or through the “explanatory model”

[Kleinman 1980].

While this depends also on what it is alternative medicine wants, if in judging its effects we cannot avoid using

vocabulary about the mental or do without it (e. g., if in discussing the impact of aromatherapy on the mind,

references to the mental cannot be avoided), then perhaps causal relationships or descriptions that include the

mental will instead become a necessary explanatory component. Nevertheless if the argument presented in this

article is correct, that will not lead to endorsing downward causation or mind-body dualism.
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1 The present article is based on a paper presented October 30, 2012, at the Center for the Study of International Philosophy,

Tōyō University. I wish to express my thanks to everyone at the Center for giving me the opportunity to present the paper,

as well those individuals who asked me their stimulating and useful questions on that occasion.

2 http://nccam.nih.gov/health/placebo

3 When the paper was presented, one participant noted that, based on how causation is understood in Indian philosophy,

monism and dualism might best be understood in terms of how a cause relates to an effect, rather than assuming first that

monism and dualism provide a theoretical framework for exploring the notion of causation. This appears to be a perspective

that changes the understanding of the causal relationships that are the premise of Anglo-American philosophy from the

ground up. I am grateful for the most valuable comment.

4 More precisely, a discussion is needed for causal efficacy to provide the theoretical grounding for the existence of properties,

but I present only a shortened version here.

5 As for an analysis of overdetermination in terms of counterfactuals, given its level of complexity I will forego it here.
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An Annotated Translation of Sūtra Passages 62 & 63 in

Chapter 2 of the Vyākhyāyukti: “Speaking and Listening”

as Means towards the Construction of a Basis for

Multicultural Coexistence
1

Horiuchi Toshio

1. Introduction

It should go without saying that a prerequisite for multicultural coexistence 2 is first of all the ability to listen

carefully to each other and understand each other. The same applies to interreligious dialogue. As is indicated by

the statement in one early Buddhist text that “the gathering is well disciplined without stick or weapon,” 3 it is

evident that, in addition to his personal charisma, Śākyamuniʼs instruction of others was based on his extremely

persuasive sermons, as a result of which many followers of other religions abandoned their own views and gathered

around him. Although this is an example of instruction and guidance rather than coexistence and dialogue,

Śākyamuni is said to have been skilled at adapting his sermons to the needs and capacities of his listeners, and there

have survived numerous accounts of moving episodes concerning his sermons. At the same time, the importance of

listening to the teachings is also evident from the fact that the three disciplines of hearing, thinking, and practising

form, in this order, a basic system of religious cultivation in Buddhism.

For this reason the stance to be adopted when preaching and listening to the Dharma, or teaching, was an issue

already during Śākyamuniʼs lifetime. The sūtra passages taken up in this article deal with this question, and in

addition the Vinaya includes rules concerning the etiquette to be observed when preaching the Dharma. 4 It is

stipulated, for example, that the Dharma must not be taught to someone who, though not sick, is using a parasol.

This was because such behaviour was deemed to be ill-mannered and lacking in a sense of respect for the

Dharma. 5 The etiquette for preaching and listening to the Dharma is also described in systematic detail in later

Mahāyāna treatises, partly perhaps because of the importance attached to teachers of the Dharma (dharma-

bhān. aka).

In this article I take up the Vyākhyāyukti (The Logic of Exegesis) by the Indian scholar-monk Vasubandhu (ca.

A.D. 400), a treatise explaining how to interpret Buddhist scriptures, and I present a critical edition and annotated

translation of Vasubandhuʼs commentary on two sūtra passages in chapter 2 dealing with the question of how to

preach and listen to the Dharma. It seems to me that this section is thought-provoking not only with regard to the

question of how to expound and listen to the Buddhist teachings, but also in connection with the broader issue of the

relationship between teachers and pupils. Accordingly, I wish to offer this section as a source for constructing an

“intellectual” basis, or rather a “practical” basis, for multicultural coexistence in the sphere of speaking and listening.

In addition, since almost none of chapter 2 of the Vyākhyāyukti has been translated into any modern language, the

following should also have some value as textual source material.

Journal of International Philosophy No. 2 2013 355



2. The Vyākhyāyukti

Reference should be made to my earlier study (Horiuchi 2009) regarding the history of research on the

Vyākhyāyukti, and here I wish to mention only some studies that I was unable to include in that book. An annotated

translation of the Buddhānusmr. ti-t. īkā, attributed to Vasubandhu, has been published by Nakamikado Keikyō

(2008) and Fujinaka Kōji (2008), and it has been pointed out that the interpretation presented in this work is

virtually identical with the interpretation of scriptural phrases relating to “Buddha” given at the start of chapter 2 of

the Vyākhyāyukti.

The Vyākhyāyukti is divided into five chapters in the Tibetan translation, and there have appeared two doctoral

dissertations presenting translations of the entire first chapter. Hakamaya Noriaki (1982) had previously suggested

that there were links between the Vyākhyāyukti and the *Vyākhyāsam. grahan. ī, and this has now been corroborated

by these two dissertations. The dissertation submitted by Richard Nance to the University of Chicago in May 2004

has now been published (Nance 2012). In addition to a translation of chapter 1 of the Vyākhyāyukti, it also includes

translations of the Abhidharmasamuccayabhās. ya and *Vyākhyāsam. grahan. ī. The dissertation submitted by Ueno

(Hitomi) Makio to Ōtani University in 2009 elucidates the methods of scriptural commentary set out in the

Vyākhyāyukti through a comparison with other related texts. It too includes an annotated translation of chapter 1 of

the Vyākhyāyukti, and I am grateful to the author for having provided me with a PDF file. When identifying the

many texts quoted in this chapter, Ueno also pays attention to the latest research on the Āgamas, and by presenting

Sanskrit reconstructions whenever appropriate he has been able to provide a more accurate translation than

Nance, but regrettably his dissertation remains unpublished. He has, however, published excerpts of his annotated

translation (Ueno 2010) and is preparing a sequel. 6

Next, I wish to touch on the text of the Vyākhyāyukti. It was originally written in Sanskrit, but the Sanskrit

original has not survived, nor was it translated into Chinese, and there is only a Tibetan translation. A critical

edition of the full Tibetan text has been published by Lee Jong-Choel (2001). The first such undertaking, it is

divided, by and large appropriately, into sections on the basis of Leeʼs own understanding and is of great benefit to

researchers. It is not, however, entirely without problems regarding his understanding of the content and also

contains misprints. The text probably needs to be thoroughly reedited with reference to Gun. amatiʼs commentary

(Vyākhyāyukti-t. īkā) and on the basis of a careful investigation of other related texts, and it also needs to be

translated into a modern language. The present article represents one step towards this end.

3. Sūtra Passages 62 & 63 in Chapter 2 of the Vyākhyāyukti

In addition to the Vyākhyāyukti, Vasubandhu also compiled a work called the Sūtrakhan. d. aśata, a collection of 103

excerpts from Buddhist scriptures. The figure “103” is based on Leeʼs edition, which I here follow. Accordingly,

“sūtra passage 62” refers to the 62nd of these sūtra passages in chapter 2, which in turn consists of Vasubandhuʼs

commentary on phrases in these passages included in the Sūtrakhan. d. aśata. As a result, not only are we apprised of

a considerable number of the canonical texts with which Vasubandhu was familiar, but this chapter is also

interesting on account of Vasubandhuʼs explications of Buddhist terminology.

The question of the order in which the sūtra passages in chapter 2 have been arranged is one that remains

unresolved but merits further investigation. Did Vasubandhu select the 103 sūtra passages at random without any

special intent, or does their order have some special significance and reflect some sort of system? A rough

classification was undertaken by Yamaguchi Susumu (1959: 177‒178), but for a more detailed analysis it will be

necessary to gain a full grasp of chapter 2 as a whole. As far as the section taken up here is concerned, sūtra
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passages 62‒67 may perhaps constitute a single grouping. Teaching and listening to the Dharma is also the main

topic of chapter 5 of the Vyākhyāyukti.

Another question that will need to be considered in the future is whether the phrase “in an āgama (lung;

tradition, canonical text)” frequently appearing in the Vyākhyāyukti refers to a specific text or to an oral tradition.

In the case of both sūtra passages taken up below, interpretations from an āgama are adduced, prefaced by the

phrase “in an āgama,” when commenting on the passages in question. To date I have been unable to identify the

sources of these passages, but in the case of sūtra passage 64, for instance, an interpretation more or less coinciding

with the *Vyākhyāsam. grahan. ī (D ʼi 49a) of the Yogācārabhūmi is cited as an āgama. Likewise, it is worth noting that

with regard to sūtra passage 75 too a passage for which a parallel can be found in the Śrāvakabhūmi (“Fourth

Yogasthāna,” Shukla ed., 501) is cited with the prefatory remark “in a credible (yid ches pa) tradition” when

commenting on the term abhisamaya.

In sūtra passage 62 it is stated that one should speak to others in twenty ways, while in sūtra passage 63 it is

stated that one should listen to the Dharma in sixteen ways. Both passages are taken up again in chapter 5 as the

words of Śāriputra. As has been pointed out by Peter Skilling (2000), the source of both passages is the Arthavistara

(for which there is no Pāli parallel but which corresponds to the Guangyi famen jing and Pufayi jing in Chinese

translation; see Hartman 2004). In this sūtra the twenty ways of speaking are immediately followed by the sixteen

ways of listening, and the āgamas cited in the Sūtrakhan. d. aśata can be attributed to differences in translators. In

addition, twenty ways of preaching the Dharma are listed in the Śrāvakabhūmi (ŚrBh I: 224) and

Bodhisattvabhūmi, as well as being touched on in the Vyākhyāsam. grahan. ī, and the Sanskrit equivalents can be

posited on the basis of the former two texts.

Annotated Translation of Sūtra Passages 62 & 63 in Chapter 2 of the Vyākhyāyukti

[Sūtra 62]

“〈Venerable sirs, when a preaching monk delivers a sermon, he should speak to others in these twenty ways.

He should speak (1) at an opportune time, (2) respectfully, (3) in order, (4) in connection, (5) consistently,

(6) gladdeningly, (7) pleasingly, (8) satisfyingly, (9) not praisingly, (10) not censuringly, (11) according to

reason, (12) together, (13) unmixedly, (14) according to the Dharma, (15) just like the assembly, (16) with a

mind of loving-kindness, (17) with a mind of beneficence, (18) with a mind of compassion, (19) not relying on

gain, respect, or fame, and (20) neither praising himself nor belittling others.〉7 He should speak in these

twenty ways.” 8

The above is a sūtra passage.

[Interpretation I]

Here, “(1) at an opportune time (*kālena)” is knowing that [the listener] is someone wishing to listen and someone

worth explaining to, like Ven. ukātyāyanasagotrī. 9 “(2) Respectfully (*satkr. ya)” is not belittling, like a lion

pouncing. 10 “(3) In order (*anupūrvam)” is starting with [sermons about] giving and so on, 11 which should be

done first, 12 and excellent 13 sermons. “(4) In connection (*anusam. dhim)” is with regard to interpreting the

sūtras. 14

“(5) Consistently (*anusahitam)” is with regard to the reply to a question, 15 because in conclusive replies and so

on one replies thus. 16 “(6) Gladdeningly (*hars. ayat)” is to those who have faith. “(7) Pleasingly (*rocayat) is to

those in a prior state 17 and those who are hostile (*pratihata). “(8) Satisfyingly (*tos. ayat)” is to those who have

doubts. “(9) Not praisingly (*an-utsāhayat),” “(10) not censuringly (*anavasādayat)” 18 are like saying “all those like

these have entered upon the right [path]” or saying “they have entered upon the wrong [path],” as is stated in the
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*Aran. avibhāga-sūtra. 19 If someone who does not understand the particularities of those who are to be tamed (i.e.,

instructed) acts thus [praising and censuring], those who are not to be tamed thereby become angry. 20

“(11) According to reason (*yuktām)” is because it is not contrary to a valid means of cognition. 21 “(12) Together

(*sahitām)” is because the former and latter [parts of the sermon] are connected. “(13) Unmixedly (*avyavakīr-

n. ām)” is because the sermon refrains from wandering elsewhere. “(14) According to the Dharma (*dhārmikīm)” is

because it follows what is good. “(15) Just like the assembly (*yathāpars. at)” is because it conforms with those who

are to be tamed.

“(16) With a mind of loving-kindness (*maitracitta)” is because one wishes that the listener will be happy. “(17)

With a mind of beneficence (*hitacitta)” is because one wishes that he will have no mental afflictions. “(18) With a

mind of compassion (*anukampācitta)” is because one wishes that he will have no suffering. Furthermore [with

regard to (16)‒(18)], 22 they are, in order, towards those facing what is good and what is not good and those who

are neither 23 with a mind of “(16) loving-kindness” and so on. “(19) Not relying on gain, respect, or fame (*aniśrito

lābhasatkāraśloke)” is because one refrains from wishing for them. “(20) Neither praising himself nor belittling

others (*na cātmānam utkars. ayati, na parān pam. sayati)” is because the speaker refrains from desiring excessive

trust 24 in himself.

If it is so, it has been explained in five ways each 25 1) how, 2) why, 3) similar to what, and 4) by similarity to

what a sermon is to be given.

[Interpretation II]

In an āgama it says:

“Twenty kinds of speech as remedies for eleven faults.”

The eleven faults are: [1] the fault of speaking to someone who is not a [proper] vessel, [2] the fault of not

completing an utterance, [3] the fault of discontinuing an utterance, [4] the fault of not making [the listener]

understand an utterance, [5] the fault of an utterance not being respected, [6] the fault of saying something the

meaning of which is inadmissible, 26 [7] the fault of saying something that is not of the field [of discourse]

(*gocara), [8] the fault of speaking while agitated, [9] the fault of saying something meaningless, [10] the fault of

saying something inappropriate, 27 and [11] the fault of speaking with afflicted thoughts. 28

Here, “[1] someone who is not a [proper] vessel” is being ill-mannered. As a remedy for “[3] the fault of

discontinuing an utterance,” it should be known that it is the three ways of [speaking] “(3) in order” and so on 29 in

terms of teaching, words of argument, and words of reply. As a remedy for “[4] the fault of not making [the

listener] understand an utterance,” there are the sixth, seventh, and eighth [ways of speaking] in terms of someone

who has faith, someone who is hostile, and someone who is in between 30 [respectively]. As a remedy for “[5] the

fault of an utterance not being respected,” there is the twosome of the ninth and the tenth [ways of speaking],

because although one should not praise someone who is evil-acting, even if one censures one lapses into the fault of

not honouring him. By “[7] that which is not the field [of discourse]” is [expounding] the profound meaning to

someone of inferior capacity. 31 There are three kinds of “[11] afflicted thoughts”: with (i) thoughts of being trusted,

(ii) thoughts of causing faith and respect, 32 and (iii) thoughts of jealosy (īrs. yā). 33 As a remedy for the first

[thought] there are the modes of the mind of “(16) loving-kindness, (17) beneficence, and (18) compassion,” 34 and

by means of thinking whereby nirvān. a and the path to it are to be understood and thinking whereby the meaning of

what has been explained is to be comprehended. 35

[Interpretation III]

Furthermore, in summary, in this [sūtra] it should be known that, with regard to 1) connections of a talk, 2) actions

of a talk, 3) virtues of a talk, and 4) virtues of a speaker, there are five [kinds for each].
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[Sutra 63]

“〈Venerable sirs, he who wishes to listen to the Dharma should listen in sixteen ways. Namely, (1) he should

listen to the Dharma at an opportune time, (2) with respect, (3) wishing to listen, (4) without complaining,

(5) compliantly, (6) without looking for an argument, (7) establishing respect for the Dharma, (8)

establishing respect for the Dharma-preacher, (9) without belittling the Dharma, (10) without belittling the

Dharma-preacher, (11) without belittling himself, (12) with a mind that wishes to know fully, (13) with a

one-pointed mind, (14) giving ear, (15) concentrating the mind, and (16) wholeheartedly he should listen to

the Dharma, O venerable sirs.〉 In these sixteen ways he should listen to the Dharma.”

The above is a sūtra passage.

[Interpretation I]

It should be known that the sixteen ways [of listening] are remedies for thirteen faults. The thirteen faults are: [1]

the fault of imposing oneself 36 upon the speaker and in behaviour, [2] the fault of haughtiness, [3] the fault of not

seeking, [4] the fault of being angry at [anotherʼs] taking of another position, 37 [5] the fault of not accepting the

speaker[ʼs words] because of a lack of respect, [6] the fault of the thought of making captious objections, 38 [7] the

fault of not honouring by not paying attention to the Dharma and the Dharma-preacher, [8] the fault of belittling

by paying attention to faults [of the Dharma and the Dharma-preacher], [9] the fault of disparagement, [10] the

fault of being desirous of gain and respect, [11] the fault of not listening because of the twosome of distraction and

contraction [of the mind], [12] the fault of not properly paying attention, and [13] the fault of not fully paying

attention.

Here, [1] there is the first fault because [the listener] is ill-mannered when [the speaker] has withdrawn. 39

There is “[2] the fault of haughtiness” because there arises pride that one is of a lineage superior [to that of the

speaker]. “[7] To the Dharma” means that there are virtue, eloquence, and great reward [in the Dharma]. “[7] To

the Dharma-preacher” is to a spiritual friend. 40 “[8] Fault in the Dharma” is in the disconnectedness between

words and letters. “[8] To the Dharma-preacher” 41 is to imperfections of behaviour, lineage, appearance (*ākr. ti),

words, and articulation. 42 “[11] Distraction” is that the mind wanders elsewhere. “[11] Contraction” is that the

mind is depressed because of torpidity (*styāna) and drowsiness (*middha). “[12] Not properly paying attention” is

by being mistaken about intent and Dharma-nature. “[13] Not fully paying attention” is because of weakness in

desire (*chanda) 43 and mental effort (*ābhoga). 44

[Interpretation II]

In an āgama it says:

“There are sixteen kinds [of listening] as remedies for six kinds of faults.”

The six faults are: [1] the fault of action, [2] the fault of indifference, [3] the fault of disrespect, [4] the fault of

thinking, [5] the fault of incongruity, and [6] the fault of grasping.

There are three kinds of “[1] the fault of action”: (i) the fault of physical action is being ill-mannered; (ii) the

fault of physical and verbal action is on account of not exhorting by means of both; and (iii) the fault of mental action

is on account of not wishing to listen. 45

“[4] The fault of thinking” is on account of looking for an argument with others and thinking that one will be

liberated by arguing in this manner.

There are five kinds of “[5] the fault of incongruity”: 46 (i) disrespect towards the Dharma on account of

understanding that it is not deliverance, 47 (ii) belittlement because of disconnectedness between words and

letters, (iii) disrespect towards a person because of faults in behaviour, words, and articulation, (iv) belittlement

because of a fault in lineage, and (v) self-deprecation in a person who thinks that the capacity to understand and
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practise [the teachings] will not arise [in himself].

There are also five kinds of “[6] the fault of grasping”: 48 (i) erroneous grasping, (ii) not grasping the meaning,

(iii) not grasping the letters, (iv) not grasping clearly (correctly), and (v) not grasping without remainder.

The rest are not explained because they are easy to understand.

Abbreviations

Arthvi:Arthavistara. D No. 318, P No. 984.

BBh: Bodhisatttvabhūmi, ed. U. Wogiwara, Tokyo, 1930‒36.

D: Sde dge edition of Tibetan Tripit. aka.

L: See Lee 2001.

P: Peking edition of Tibetan Tripit. aka.

ŚrBh I: Yugaron, Shōmonji, Daiichi yugasho—Sansukurittogo tekisuto to wayaku 瑜伽論 声聞地 第一瑜伽処̶サンスクリット

語テキストと和訳̶ (Śrāvakabhūmi: Revised Sanskrit Text and Japanese Translation), ed. Taishō Daigaku Sōgō Bukkyō

Kenkyūjo Shōmonji Kenkyūkai 大正大学綜合仏教研究所声聞地研究会, Tokyo: Sankibō Busshorin 山喜房佛書林, 1998.

Sūśa: Vasubandhu, Sūtrakhan. d. aśata = Vyākhyāyukti-sūtrakhan. d. aśata (rNam par bshad pa’i rigs pa’i mdo sde’i dum bu brgya). D

No. 4060 (Śi), P No. 5561 (Si).

T: Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大蔵経.

VyY: Vasubandhu, Vyākhyāyukti. D No. 4061 (Śi), P No. 5562 (Si); cf. Lee 2001.

VyYT: Gun. amati, Vyākhyāyukti-t. īkā. D No. 4069 (Si), P No. 5570 (I).

Guangyi famen jing 広義法門経: T 1, No. 97 (translated by Paramārtha [Zhendi 真諦] during Chen 陳 dynasty).

Pufayi jing 普法義経: T 1, No. 98 (translated by An Shigao 安世高 during Later Han 後漢).

(For other abbreviations, reference should be made to Horiuchi 2009).
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Notes

1 This study was supported by a Grant-in-Aid for Young Scientists (B) (KAKENHI no. 23720024).

2 On a previous occasion (Horiuchi 2011) I argued that, were one to seek in Buddhism a basis for “symbiosis” or “coexistence”

(kyōsei 共生) in the sense proposed by Shiio Benkyō椎尾弁匡 and Kurokawa Kishō黒川紀章, one possible candidate might

be upeks. ā.

3 MN 89, Dhammacetiya-sutta.

4 The number of such rules varies depending on the version of the Vinaya. For details, see Hirakawa 1995: 571ff.

5 Hirakawa 1995: 574.

6 Since Uenoʼs dissertation has already been submitted, it would be more helpful, I believe, if it were published in its entirety as

a single volume.

7 Passages enclosed in angle brackets have been supplemented from the Sūtrakhan. d. aśata. In n. 7 the corresponding Sanskrit

from the Śrāvakabhūmi is given because it was consulted when preparing the translation and notes. The twenty items given

in the Bodhisattvabhūmi are virtually identical. The texts of the corresponding sections of the Sūtrakhan. d. aśata and

Arthavistara are given in n. 1 of the critical edition of the Tibetan text. The Tibetan translation of the sūtra passages quoted

by Gun. amati sometimes differs from the Tibetan translation of the Vyākhyāyukti, but these differences have not been noted

unless they provide different readings of some importance.

8 Based on the Arthavistara, although the Tibetan translation matches the Vyākhyāyukti more closely than do the Chinese

translations. A comparison of the Arthavistara with the Pufayi jing would suggest that the items listed in the latter differ

somewhat.

ŚrBh I, 224.1-5:

tām. ca punah. kathām. (1) kālena karoti, (2) (3) satk̥rtyānupūrvam (4) anusam. dhim (5) anusahitam. (6) hars. ayan (7)

rocayan (8) tos. ayann (9) utsāhayann (10) anavasādayam. ś ca (11) yuktām. (12) sahitām (13) avyavakīrn. ām. (14) dhārmikīm.

(15) yathāpars. an (16) maitracitto (17) hitacitto (18) ʼnukampācitto (19) ʼniśrito lābhasatkāraśloke (20) na cātmānam ut-

kars. ayati, na parān pam. sayati/ (evam. dharmadeśako bhavati/)

9 ka tya’i bu mo smyug ma can: Skilling (2000: 347) notes only “Cf. Mvy 3798 smyug ma mkhan = ven. ukāra,” but the source of

this reference is SN 35.133 (SN IV.121f.), SA 253 (T2.61b): Verahaccānigottā. Akanuma (756b) posits Vairakātyānīgotrā as

the Sanskrit equivalent of the Pāli, but according to Chung (2008) the Sanskrit equivalent is Ven. ukātyāyanasagotrī. Chung

also provides details of textual sources. It is recorded that when Ven. ukātyāyanasagotrī asked the elder Udāyin to instruct her

in the Dharma, initially she was lacking in good manners, sitting, for example, on a high seat, and so Udāyin left without

instructing her; it was only later when she modified her behaviour that he agreed to instruct her.

10 mchong ba: Lee has mchod pa ʻto honourʼ, but all editions have mchong ba ʻto leap, pounceʼ. This analogy refers to the fact that

a lion brings all its strength into play even when pouncing on a small animal. As an example, Tokiwa Daijō 常盤大定, ed.,

Bukkyō yōten 仏教要典 (Tokyo: Hakubunkan 博文館, 1933), p. 974, cites the Gan. d. avyūha 12.

11 This refers to the “graduated teachings” about almsgiving, observance of moral precepts, and rebirth in a blessed state as

reward for good deeds.
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12 dus sngar bya ba: *pūrvakālakaran. īya. This term appears in the Śrāvakabhūmi, where it is immediately followed by a

discussion of the graduated teachings and the four realities for āryas (ŚrBh I: 222‒223). These two are also explained in the

interpretation of sūtra 99 in chapter 2 of the Vyākhyāyukti (Lee 2001: 152‒155).

13 yang dag phul can: *sāmutkars. ikī (cf. BHSD). This refers to discourse on the four realities for āryas. In the interpretation of

sūtra 99 it is stated that ““excellent” is talk of the realities for āryas” (VyY, D84a4 [Lee 2001: 154]: ’phags pa’i bden pa’i gtam

ni yang dag phul can te).

14 Gun. amati comments: “It is for interpreting the sūtras. There are, moreover, two kinds of connections: the connection between

the foregoing and subsequent meaning and the connection in the order before and after. These two are also explained later by

the Master (Vasubandhu).” These two kinds of connections are discussed in detail in chapter 3 of the Vyākhyāyukti. The

location of Gun. amatiʼs commentary on sūtras 62 & 63 is: VyYT, D 207a3‒, P 78a5‒.

15 dri ba lung bstan pa: *paripr. cchāvyākaran. a.

16 Gun. amati explains the “four answers” with reference to the Abhidharmakośabhās. ya (AKBh, 292ff., ad AK V.22), explaining

how an answer is given after having made the question clearer. Gun. amatiʼs explanation reads as follows: “(1) If asked, ʻDo all

beings die?ʼ one should answer definitively that they do die (= categorical answer). (2) If asked, ʻAre all those who die [re]

born [after death]?ʼ one should answer differentiatingly, saying that those who have mental afflictions are [re]born and those

who do not have mental afflictions are not [re]born (= differentiating answer). (3) If asked, ʻIs the human [realm] inferior or

superior?ʼ one should answer by asking, ʻIn regard to what (i.e., in comparison with what) did you ask?ʼ (= counterquestion).

If it is [in comparison] with gods, one should answer, ʻInferior.ʼ If it is [in comparison] with evil realms of existence, one

should answer, ʻSuperior.ʼ (4) If asked, ʻAre beings different from the [five] aggregates or not?ʼ one rejects [the question]

because beings have no substance (= answer by rejection), like the two [questions] about whether a barren womanʼs son is

white or black.”

17 sngar gnas pa: someone who has no prior knowledge of Buddhism?

18 There are some interesting variants for (9). First, the negative particle mi is absent in the Sūtrakhan. d. aśata but is present in

the Vyākhyāyukti and Gun. amatiʼs commentary. In the case of the Arthavistara, the Tibetan translation has spro ba dang, while

the Guangyi famen jing has zhengqin 正勤, and neither has a negative. The corresponding word in the Pufayi jing is, judging

from the context, presumably chucan除慚, and since mo莫 is generally used as the negative particle in this text, there would

seem to be no negative here either. Likewise, the Bodhisattvabhūmi and Śrāvakabhūmi have utsāhayatā and utsāhayann

respectively, and there is again no negative. However, the Bodhisattvabhūmi-vyākhyā, which would seem to have taken the

Vyākhyāyukti into account, has the negative form (BBhVy, Yi 127b3-4: spro bar mi byed pa; I have pointed out previously

[Horiuchi 2009] that the Vyākhyāyukti is quoted elsewhere in the Bodhisattvabhūmi-vyākhyā, and in the present instance the

twenty items listed in the Bodhisattvabhūmi have been interpreted with reference to the interpretation given in the

Vyākhyāyukti).

If there was thus no negative in the original text or in corresponding passages in other texts, this means that the version

transmitted by Vasubandhu had a negative or (less likely) that Vasubandhu may have added the negative when writing his

commentary. Worth noting in this regard is Gun. amatiʼs commentary. When commenting on the passage in question, he

quotes the following sūtra passage: “Praise and also censure are to be known. Knowing praise and also censure, one should

neither praise nor should one censure.” In the Pāli Aran. avibhan
.
ga-sutta (cf. n. 18) we read as follows: “One should know

praise and one should know censure, and knowing praise and knowing censure, one should neither praise nor censure and

should teach only the Dhamma.” (Aran. avibhan
.
ga-suttam. , MN [No. 139], Vol. III, 230.15‒17: ussādanañ ca jaññā apasādanañ ca

jaññā ussādanañ ca ñatvā apasādanañ ca ñatvā n’ ev’ ussādeyya na apasādeyya dhammam eva deseyya.) This is then further

elaborated on, the main point being that “one does not say, ʻAll those engaged in the pursuit of enjoyment, which pleasure is

linked to sensual desires, low, vulgar, coarse, ignoble, and connected with harm, are beset by pain, by vexation, by despair, and

by fever and have entered upon the wrong path.ʼ Saying, ʻPursuit [of enjoyment] is a state beset by pain, by vexation, by

despair, and by fever, and is the wrong path,ʼ one teaches only the Dhamma.” (ibid., 232.13-19: “Ye kāmapat. isandhisukhino

somanassānuyogam. anuyuttā hīnam. gammam. pothujjanikam. anariyam. anatthasam. hitam. , sabbe te sadukkhā sa-upaghātā sa-

upāyāsā saparil̥āhā micchāpat. ipannā ti’’ na evam āha. “Anuyogo ca kho sadukkho eso dhammo sa-upaghāto sa-upāyāso

saparil̥āho micchāpat. ipadā ti” iti vadam. dhammam eva deseti.) The same is also said of “(those who have entered upon) the

right path” (sammāpat. ipannā/sammāpat. ipadā).

Thus, the meaning of “neither praising nor censuring” is that one neither censures someone engaged in wrong conduct not

praises someone engaged in right conduct, and instead one teaches only the “Dhamma,” explaining what is wrong conduct

and what is right conduct. This is perhaps close to our notion of condemning the offence but pitying the offender. Judging

362 Translation



from Vasubandhuʼs exposition in the Vyākhyāyukti, the gist of this is that since no one other than the Buddha is able to judge

who, in their innermost thoughts, is engaged in right or wrong conduct (i.e., the particularities of those to be instructed), one

should neither praise nor censure someone by saying that his conduct is right or wrong.

In view of the links between the Yogācārabhūmi and Vasubandhu that have been clarified in recent years, it would seem

that Vasubandhu was well acquainted with the content of the Bodhisattvabhūmi and Śrāvakabhūmi, and judging from the

above circumstances, it could be said that, basing himself on the intent of the Aran. avibhan
.
ga-sutta, he interpreted (9) as if it

were accompanied by a negative particle. Alternatively, at some stage there may have emerged a tradition in which the

negative was added.

19 nyon mongs pa med pa’i mdo: As has been pointed out by Skilling (2000: 340), the corresponding Pāli text is MN 139,

Aran. avibhan
.
ga-sutta (MA 169).

20 snying na ba: Negi gives snying na bar byed pa as a translation of hr. dayaparidahanī. As mentioned in n. 17, in the

Bodhisattvabhūmi-vyākhyā, as in the Vyākhyāyukti, (9) is accompanied by a negative particle, and its interpretation is

modelled on that of the Vyākhyāyukti. In the present instance it has “giving rise to anger” (BBhVy, D Yi 127b3: khong khro ba

skye bar ’gyur ba).

21 tshad ma: *pramān. a. Gun. amati refers to the three means of valid cognition (direct perception, inference, and scripture), and

these are also mentioned in chapter 3 of the Vyākhyāyukti.

22 gzhan yang: This sentence merely gives another interpretation of (16)‒(18) from a different viewpoint: one should speak to

those facing what is good with a mind of loving-kindness, to those facing what is not good with a mind of beneficence, and to

those facing neither with a mind of compassion. There is no need to treat this as a separate section as Lee (2001) does.

Further, because Lee combines (10) mi smad pa with the immediately foregoing (9) spro ba mi bskyed pa and counts them as

a single item, his numbering hereafter is inappropriate.

23 tha mal pa dag: Various Sanskrit equivalents can be posited, but here I take it to correspond to *udāsīna. Negi, s.v. tha mal pa,

cites a passage in which it is stated that compassion (karun. ā) works on those who are neither (udāsīna) and those who are

hostile.

24 lhag par yid ches pa.

25 lnga lnga dag gis: Vasubandhu interprets the twenty ways of speaking listed in the sūtra passage as consisting of four groups

of five items each which explain how to speak from four different angles.

26 don ’thad pa med pa: According to Gun. amati, the remedy for this is (11) “according to reason.”

27 mi ’tsham par: According to Gun. amati, the remedy for this is to speak (15) “just like the assembly,” and I have accordingly

understood this to mean saying something “inappropriate” in the sense of its being unsuited to the listener. Vasubandhu does

not explain to which of the twenty ways of speaking faults [8]‒[10] correspond, but according to Gun. amati, they correspond

to (13) “unmixedly,” (14) “according to the Dharma,” and (15) “just like the assembly,” respectively.

28 nyon mongs pa can gyi bsams/bsam: Lee (2001) opts for bsams, but in the subsequent explanation of this term all editions have

bsam, which is also supported by Gun. amatiʼs commentary, and I have accordingly followed the reading bsam.

29 The “three ways” presumably refer to (3) “in order,” (4) “in connection,” and (5) “consistently,” which are here interpreted

as concerning teaching, words of argument, and words of reply, respectively.

30 Cf. AKBh, zhe ’gras dang bar mar gnas pa, pratihata-madhyasthāna (according to Abidatsuma kusharon sakuin 阿毘達磨倶舎

論索引 [Index to the Abhidharmakośabhās. ya], pt. 3).

31 This means that one should not speak of “that which is not the field [of discourse],” i.e., the profound meaning, to someone of

inferior capacity. According to Gun. amati, the remedy for this is (12) “together.”

32 According to Gun. amati, the remedy for this is (19) “not relying on gain, respect, or fame.”

33 According to Gun. amati, the remedy for this is (20) “neither praising himself nor belittling others.”

34 According to Gun. amati, “the first [thought]” refers to (i) “thoughts of being trusted,” the remedy for which is said to be (16)

‒(18).

35 According to Gun. amati, the mind that seeks to make someone understand nirvān. a is the mind of loving-kindness, the mind

that seeks to make someone understand the path to nirvān. a is the mind of beneficence, and the mind that seeks to make

someone understand the meaning of what has been explained is the mind of compassion.

36 bskyod pa: This refers perhaps to a situation in which the speaker is coerced into giving a talk. See also n. 39.

37 snying na ba: This probably refers to taking offence at being addressed from a standpoint that differs from oneʼs own beliefs

and religious affiliation.

38 sun ci phyin du brgal ba: Lee (2001), following DC, opts for sun phyin ci log, but here the form sun ci phyin, following P, etc., is
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preferable. This is also the form found in all editions of Gun. amatiʼs commentary. Cf. Negi: sun ci phyin du rgol ba, vitan. d. ā

(captious objection).

39 nang du yang ’jog: Negi cites pratisam. layana (withdrawing [for meditation]), etc., as Sanskrit equivalents. According to

Gun. amati, the subject here is the speaker. In this connection it is worth noting that BHSD, s.v. pratisam. layana, cites the

following example from the Lalitavistara (S. Lefmann ed., 1902), 161.9‒10: ayam. kālo dharmadeśanāya, ayam. kālah. pratisa-

m. layanasya. Judging from the context, pratisam. layana can be understood to be opposite in meaning to dharmadeśanā, and so

it means “withdrawing” in the sense that the speaker is not yet ready to speak or has not yet come out to speak. In point of

fact, Gun. amati cites here the earlier sūtra about Ka tyaʼi bu mo smyug ma can (Ven. ukātyāyanasagotrī), in which the elder

Udāyin, saying that now was not the time, refused to expound the Dharma to someone whose behaviour was inappropriate

for listening to the Dharma.

40 In the Bodhisattvabhūmi-vyākhyā, this is the fault of not paying attention on the grounds that the speaker is a spiritual friend

(*kalyānamitra) (D Yi 125a4).

41 chos smra ba la: Paying attention to the faults of the speaker.

42 Faults [7] and [8] have been divided into four separate faults for the purposes of explication.

43 ’dun pa: According to Gun. amati, “desire is by wishing to act” (’dun pa ni byed par ’dod pa nyid kyis so//). Cf. AKBh, 54.21:

chandah. kartukāmatā; AKBh(t), ’dun pa ni byed ’dod pa’o//.

44 ’jug pa: According to Gun. amati, “mental effort is paying attention” (’jug pa ni yid la byed pa’o//). Cf. AKBh, manaskāraś cetah.

ābhogah. , AKBh(t): yid la byed pa ni sems kyi ’jug pa’o//. Along with n. 42, see also Saitō et al. 2011: 57‒58, 65‒66.

45 According to Gun. amati, the remedies for these are (1)‒(3) respectively. Vasubandhu does not comment on faults [2] and

[3], but according to Gun. amati, the remedies are (4) and (5) respectively.

46 According to Gun. amati, the remedies for these five kinds of faults are (7)‒(11) respectively.

47 The Dharma is Buddhism, which brings about deliverance from transmigration, and because it is in this case conversely

understood as not leading to deliverance, this is deemed to be incongruous (mi mthun pa).

48 According to Gun. amati, the remedies for these five kinds of faults are (12)‒(16) respectively.

Text: Vyākhyāyukti Ch.II. Sū (62)-(63)

(D 63a5-, C shi 65a6-, P si 74a2-, G si 91b2-, N si 67a6-)

Sū(62)

rnam pa nyi shu po ʼdi dag dang ldan pas gtam byaʼo 1

zhes bya ba ni mdo sdeʼi dum buʼo//

[I] de la (1) dus su zhes bya ba ni nyan ʼdod pa nyid dang bshad paʼi ʼos su gyur pa nyid du shes nas te/ ka tyaʼi bu 2 mo smyug

ma can bzhin no// (2) bsgrim pa 3 zhes bya ba ni brnyas pa med pa ste/ seng ge mchong ba 4 bzhin no// (3) go rims 5 zhes

bya ba ni dus (C65b) sngar bya ba sbyin pa la sogs pa dang/ yang dag phul can gyi gtam las brtsams nas so// (4) mtshams

sbyar ba zhes bya ba ni mdo sde 6 rnam par bshad pa las brtsams (N67b) nas so// (5) rjes su mthun pa zhes bya ba ni dri 7

ba lung bstan pa las brtsams nas te/ mgo gcig tu lung bstan pa la sogs pa rnams la de bzhin du lung ston paʼi phyir ro//

(6) dgaʼ bar bya ba ni dad pa can rnams laʼo// (7) ʼdod par bya ba ni sngar gnas pa dang zhe ʼgras pa rnams laʼo// (8) mgu bar

bya ba ni the tshom can rnams laʼo// 8 (9) spro ba mi bskyed pa dang (D63b) (10) mi smad pa ni gang su dag ʼdi ʼdra ba

thams cad ni yang dag pa la zhugs pa dag go zhe ʼam/ log pa la zhugs pa dag go zhes bya ba lta bu ste/ ji skad du nyon mongs

(G92a) pa med pa’i mdo las gsungs pa lta bu ste/ 9 gdul baʼi 10 khyad par mngon par mi shes pa de lta bur byed pa ni des gdul

ba ma yin pa rnams snying na bar (P74b) ʼgyur ro//

(11) rigs [11] pa ni tshad ma dang mi ʼgal baʼi phyir ro// (12) ʼbrel pa ni snga phyi ʼbrel paʼi phyir ro// (13) ma ʼdres pa ni gtam

gzhan du ʼphro ba spangs paʼi phyir ro// (14) chos dang ldan pa ni dge ba dang mthun paʼi phyir ro// (15) ʼkhor ji lta ba

bzhin ni gdul ba dang ʼtsham paʼi phyir ro//

(16) byams paʼi sems ni nyan pa po bde bar smon 12 pas so// (17) phan paʼi sems ni de la nyon mongs pa med par smon 13 pas

so// (18) snying brtse baʼi sems ni de la sdug bsngal med par smon 14 pas so// (16ʼ-18ʼ) gzhan yang dge ba dang mi dge ba la

phyogs 15 pa dang/ tha mal pa dag la byams pa la sogs paʼi sems kyis 16 te go rims 17 bzhin no// (19) rnyed pa dang bkur sti

dang 18 tshigs su bcad pa la 19 mi brten 20 pa ni de ʼdod pa nyid spangs pas so// (20) bdag la bstod par mi bya zhing gzhan la

smad par mi bya ba ni smra ba po nyid kyis 21 bdag la lhag par yid ches par byed ʼdod pa nyid spangs pas so//

de ltar na ji lta bur dang/ gang gi don du dang/ gang ʼdra ba dang/ gang ʼdra bas gtam bya ba de lnga lnga dag gis yongs su

bstan to//
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[II] lung las ni

skyon bcu gcig gi gnyen por gtam rnam pa nyi shu dang ldan paʼo 22

zhes ʼbyung ngo// (C66a)

skyon bcu gcig ni [1] snod ma yin pa la (N68a) brjod paʼi skyon dang/ [2] brjod (G92b) pa yongs su ma rdzogs paʼi skyon

dang/ [3] brjod pa bar chad paʼi skyon dang/ [4] brjod pa go bar mi byed paʼi skyon dang/ [5] brjod pa mchod par mi ʼgyur

baʼi skyon dang/ [6] don ʼthad pa med par brjod paʼi skyon dang/ [7] spyod yul ma yin pa brjod paʼi 23 skyon dang/ [8]

rnam par g-yengs nas brjod paʼi skyon dang/ [9] don med pa dang ldan pa brjod paʼi skyon dang/ (P75a) [10] mi ʼtsham

par brjod paʼi skyon dang/ [11] nyon mongs pa can gyi bsam 24 pas brjod paʼi skyon no//

de la [1ʼ] snod ma yin pa ni spyod lam mi sdug par ʼdug paʼo// [3ʼ] brjod pa bar chad paʼi skyon gyi gnyen por ni go rims 25 la

sogs pa rnam pa gsum po dag yin par rig par bya ste/ bstan pa dang/ rgol baʼi tshig dang/ lan gyi tshig gis dbang du mdzad

nas so// [4ʼ] brjod pa go bar mi byed paʼi skyon gyi gnyen por drug pa dang/ bdun pa dang/ brgyad pa dag ste/ dad pa can

dang/ zhe ʼgras pa dang/ bar na gnas paʼi dbang du mdzad nas so// [5ʼ] brjod pa mchod par mi ʼgyur baʼi skyon gyi gnyen

por dgu pa dang bcu pa gnyis te/ sdig paʼi las can la ni spro ba bskyed par ʼos pa ma yin la/smad na yang mchod par mi ʼgyur

baʼi skyon du ʼgyur bas so// [7ʼ] spyod yul ma yin pas ni don zab 26 mo ste/ dbang po tha ma laʼo// [11ʼ] nyon mongs pa can

gyi bsam pa ni rnam pa gsum ste/ [i] yid ches par bya baʼi bsam pa dang/ [ii] dad nas bkur sti 27 byed paʼi bsam pa dang/

[iii] phrag dog gi bsam paʼo// [iʼ] dang poʼi gnyen por byams (G93a) pa dang/ phan pa dang/ snying brtse baʼi sems kyi

rnam pa dag ste/mya ngan las ʼdas pa dang/ deʼi lam rtogs par bya baʼi bsam pa nyid dang/ bshad paʼi don khong 28 du chud

par bya baʼi bsam pa nyid kyis so//

[III]gzhan yang mdor na ʼdi las gtam gyi sbyor ba dang/ gtam gyi las dang/ (C66b) gtam gyi yon tan dang/ smra ba poʼi yon 29

tan las brtsams nas rnam pa lnga lnga dag tu (N68b) rig par byaʼo// (bam po bzhi pa//)

Sū (63) (D 64a6-65a3, C66b1-67a6, P 75a8-76a8, G si 93a3-94a4, N si 68b1-69a5)

rnam pa bcu drug po ʼdi dag dang ldan pas (P75b) chos mnyam par byaʼo 30

zhes bya ba ni mdo sdeʼi dum buʼo//

[I] de la rnam pa bcu drug po dag ni skyon rnam pa bcu gsum gyi gnyen po yin par rig par byaʼo//

skyon rnam pa bcu gsum ni (1) smra ba po la bdag nyid kyis bskyod pa dang spyod lam gyi skyon dang/ (2) ʼgying baʼi skyon

dang/ (3) don du mi gnyer baʼi skyon dang/ (4) gzhan gyi phyogs byed pas snying 31 na baʼi skyon dang/ (5) mchod par mi

ʼgyur bas smra ba po rab tu mi ʼdzin paʼi skyon dang/ (6) sun ci phyin 32 du brgal baʼi bsam paʼi skyon dang/ (7) chos dang

chos smra ba la yid la mi byed paʼi phyir rim gro mi byed paʼi skyon dang/ (8) skyon yid la byed paʼi phyir brnyas 33 paʼi

skyon dang/ (9) smod 34 paʼi skyon dang/ (10) rnyed pa dang bkur 35 sti ʼdod pa nyid kyi skyon dang/ (11) rnam par

g-yengs pa dang bsdus pa gnyis kyis 36 mi nyan paʼi skyon dang/ (12) legs 37 par yid la mi byed paʼi skyon dang/ (13) rab tu

yid la (G93b) mi byed paʼi skyon dang/

de la nang du yang dag 38 ʼjog paʼi tshe spyod lam gyi mi sdug paʼi phyir skyon dang po yin no// rigs mthon po nyid la sogs par

nga rgyal ʼbyung baʼi phyir ʼgying baʼi skyon no 39// chos la ni yon tan dang legs par gsungs pa dang ʼbras bu chen po nyid du

ʼo// chos smra ba la ni dge baʼi bshes gnyen nyid duʼo// chos la skyon ni tshig dang yig ʼbru ma ʼbrel pa nyid duʼo// chos smra

ba la ni tshul khrims dang/ rigs dang/ byad gzugs dang/ tshig dang/ tshig ʼbyin pa ma tshang ba nyid duʼo// rnam par

g-yengs pa ni sems 40 gzhan du ʼphros paʼo// bsdus pa ni rmugs pa dang/ gnyid kyis sems zhum pa nyid duʼo 41// legs par yid

la mi byed pa ni dgongs pa dang chos nyid la phyin ci log (D76a) pa nyid kyis so// rab tu yid la mi byed pa ni ʼdun pa dang

ʼjug pa zhan 42 pa nyid kyis so// (C67a)

[II] lung las ni

skyon rnam pa drug gi gnyen por rnam pa bcu drug dag yin no

zhes ʼbyung ste/

skyon drug 43 ni [1] las kyi skyon (N69a) dang/ [2] mos pa med paʼi skyon dang/ [3] mchod par mi ʼgyur baʼi skyon dang/ [4]

bsam paʼi skyon dang/ [5] mi mthun pa nyid kyi skyon dang/ [6] ʼdzin paʼi skyon no//

de la [1ʼ] las kyi skyon ni rnam pa gsum ste/ (i) lus kyi las kyi skyon ni spyod lam mi sdug 44 par ʼdug paʼi phyir ro// (ii) lus

dang ngag gi skyon ni de gnyis kyis skul bar mi byed paʼi phyir ro// (iii) yid kyi las kyi skyon ni nyan par 45 mi ʼdod pa

(G94a) nyid kyis so// [4ʼ] bsam paʼi skyon ni gzhan la klan ka btsal ba dang/ ʼdi lta bu zhig tu rgol ba las thar bar bya baʼi

bsam pa nyid kyis so// [5ʼ] mi mthun pa nyid kyi skyon ni rnam pa lnga dag ste/ (i)~(ii) de la chos la ni nges bar ʼbyin pa ma

yin par go ba nyid kyis gus pa med pa dang/ tshig dang yi ge ma ʼbrel 46 pa nyid kyis brnyas paʼo// (iii)~(iv) gang zag la ni

tshul khrims dang/ tshig dang/ tshig ʼbyin paʼi skyon gyis gus pa med pa dang/ rigs kyi skyon gyis brnyas paʼo// (v) khong

du chud pa dang sgrub 47 paʼi nus pa mi ʼbyung snyam paʼi bdag nyid la brnyas paʼo// [6ʼ] ʼdzin paʼi skyon yang rnam pa lnga
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ste/ (i) log par ʼdzin pa dang/ (ii) don mi ʼdzin 48 pa dang/ (iii) tshig ʼbru mi ʼdzin pa dang/ (iv) brda ma sprad par ʼdzin pa

dang/ (v) ma lus par mi ʼdzin paʼo//

lhag ma ni go sla baʼi phyir rnam par ma phyeʼo//

1 『広義法門経』（T1. 919c9-15）: 長老。能説比丘，若欲為他説於正法与法及義相応，此語応説。謂恭敬，次第，相摂，相応，

生他歓喜，及以欲樂，満足，正勤，不損悩他，所説如理，相応，無雑，随順聴衆．此言応説：有慈悲心，有利益心，有随樂

心，不著利養，恭敬，讃歎，若正説法陰時，不得自讃自高，不得毀呰他人。

*Whereas the Guangyi famen jing gives the number “sixteen” when enumerating the ways of listening, it does not give the

number “twenty” when listing the ways of speaking. However, it tallies by and large with the gist of the other related texts.

『普法義経』（T1.922b20-29）：若経欲説異人者，当為是二十品説。何等為二十。一為善説。二為多説。三為前後説。四為次

第説。五為歓喜説。六為可説。七為解意説。八為除慚説。九当為莫訶失説。十為調説。十一為応説。十二為莫散説。十三為

法説。十四為随衆説。十五為等意説。十六為助護意説。十七為莫窮名聞故説。十八為莫利事故説。十九為莫従説自現。二十

莫従説調余。若賢者比丘，欲為余人説，当為是二十品説．

Arthvi, D sa 188b6-189a1, P śu 198a4-:

tshe dang ldan pa dag smra baʼi dge slong gtam smra bas gzhan dag la rnam pa nyi shus gtam bya ste/ ʼdi lta ste/ (1) dus su

dang (2) gus pa dang/ (3) ʼtsham pa (4) mtshams ʼbyor ba dang (5) rjes su ʼbrel (P ʼbral) pa dang (6) ri mo dang/ (7) ʼdod

pa dang (8) mgu ba dang (9) spro ba dang (10) mi smod pa dang (11) rigs pa dang (12) ʼbrel pa dang (13) ma ʼchol (P

ʼtshol) ba dang [(14) chos dang ldan pa?, DP om.] (15) ji lta ba bzhin gyi (P om. gyi) sems dang (16) phan pa dang/ (17)

phan paʼi sems dang (18) snying brtse baʼi sems dang (19) rnyed pa dang bkur sti dang tshigs su bcad pa la mi brten (P rten)

par byaʼo// gtam de dag smra ba na (20) bdag la bstod par mi bya/ gzhan la smod par mi bya bar gtam byaʼo//

*Although the Arthavistara gives the number of ways of speaking as “twenty,” they are not neatly divided into twenty

items. Were one to make modifications with reference to the various editions so as to arrive at twenty items, one might add

chos dang ldan pa as (14) and emend (16) phan pa to byams pa. Alternatively, instead of adding (14), (20) could perhaps be

divided into two to give twenty items.．

Sūśa, D shi 23a3-6:

tshe dang ldan pa dag dge slong chos smra ba bos (VyYT sgrogs pas) chos kyi gtam byed pa na rnam pa nyi shu po ʼdi dag

dang ldan pas gtam bya ste/ (1) dus su dang/ (2) gus pa dang/ (3) go rims dang/ (4) ʼtshams sbyar ba dang/ (5) rjes su

mthun pa dang/ (6) dgaʼ bar bya ba dang/ (7) ʼdod par bya ba dang/ (8) mgu bar bya ba dang/ (9) spro ba mi (VyYT om.

mi) skyed pa dang/ (10) mi smad pa dang/ (11) rigs pa dang/ (12) ʼbrel pa dang/ (13) ma ʼdres pa dang/ (14) chos dang

ldan pa dang/ (15) ʼkhor ji lta ba bzhin dang/ (16) byams paʼi sems dang/ (17) phan paʼi sems dang/ (18) snying brtse baʼi

sems dang/ (19) rnyed pa dang/ bkur sti dang tshigs su bcad pa la mi rten pa dang/ (20) gtam de dag brjod pa na bdag la

bstod par mi bya zhing gzhan la smad par mi bya la gtam yang bya ba ste/ rnam pa nyi shu po ʼdi dag dang ldan pas gtam

byaʼo

2 PGN nu

3 Sūśa: gus pa

4 DPGN mchong ba, CL mchod pa

5 PG rim

6 G sdeʼi

7 PGN ʼdri

8 D om. mgu bar ~ rnams laʼo//

9 C buʼo//

10 PGN bar

11 PGN rig

12 PGN smos

13 PGN smos

14 PGN smon

15 DC sogs; cf. VyYT: phyogs

16 PGN kyi

17 PGN rim

18 PGN om. dang
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19 PGN om. la

20 N bnyen

21 PGN kyi

22 DPGN pa

23 C pa ji

24 CL bsams

25 PGN rim

26 PGN bzang

27 C ste

28 PGN om. khong

29 P yo

30 Cf. Arthvi, D 189a1-4, P 198a7-198b1:

tshe dang ldan pa dag chos nyan par ʼdod pas rnam pa bcu drug gis mnyan par bya ste/ ʼdi lta ste/ (1) dus su chos mnyan par

bya ba dang/ (2) bkur stir bya ba dang/ (3) gus par nyan pa dang/ (4) ma rangs pa med pa dang/ (5) bsgo ba bzhin nyan

pa dang/ (6) klan ka mi tshol ba dang/ (7) chos la gus par bya ba dang/ (8) chos smra baʼi gang zag la gus par bya ba dang/

(9) chos la mi brnyas pa dang/ (10) chos smra baʼi gang zag la mi brnyas pa dang/ (11) bdag la mi brnyas pa dang/ (12)

rtse gcig paʼi sems dang/ (13) kun shes par bya baʼi sems dang/ (14) rna (D ins. ba) blags te mnyan pa dang/ (15) sems

bsdus te (16) sems thams cad kyis bsams te chos (D ins. la) mnyan par byaʼo//

Sūśa, D shi 23a6-23b2:

tshe dang ldan pa dag chos mnyan par ʼdod pas ni/ rnam pa bcu drug dag dang ldan pas chos mnyan par bya ste/ (1) dus su

chos mnyan par bya ba dang/ (2) gus pa dang/ (3) nyan par gus pa dang/ (4) ma rangs pa med pa dang/ (5) bsgo ba bzhin

byed pa dang/ (6) klan ka mi tshol ba dang/ (7) chos la gus pa nye bar (D24b) gzhag pa dang/ (8) gang zag chos smra ba la

gus pa nye bar gzhag pa dang/ (9) chos la brnyas pa med pa nyid dang/ (10) gang zag chos smra ba la brnyas pa med pa

nyid dang/ (11) bdag nyid la brnyas pa med pa nyid dang/ (12) kun tu shes par bya baʼi sems dang/ (13) sems rtse gcig tu

bya ba dang/ (14) rna blags pa dang/ (15) sems kun tu btud pa dang/ (16) sems thams cad kyis bsams nas chos mnyan par

bya ste/ tshe dang ldan pa dag rnam pa bcu drug po ʼdi dag dang ldan pas chos mnyan par byaʼo

zhes bya ba ni mdo sdeʼi dum bu yin no//

*In the Arthavistara and Sūtrakhan. d. aśata the order of (12) and (13) has been reversed.

『広義法門経』（T1.919c15-22）: 長老。若人欲聴正法，具十六相，乃可聴受。何等十六。一随時聴，二恭敬，三欲楽，四無執

著，五如聞随行，六不為破難，七於法起尊重心，八於説者起尊重心，九不軽撥正法，十不軽撥説者，十一不軽己身，十二一

心不散，十三欲求解心，十四一心諦聴，十五依理正思，十六憶持前後，而聴正法。

『普法義経』（T1.922c1-8）: 舍利弗復謂比丘。欲聞法者，当有十六業。何等為十六。一当為有時可聞，二当為多聞，三当為向

耳聴，四当為事，五当為莫平訶，六当為莫訶失，七当為莫求長短，八当為法恭敬，九当為説法者恭敬，十当為莫易法，十一

亦莫易説法者，十二亦莫自易身，十三一向心，十四莫余意，十五正持心，十六覚一切念，可聞法正。

BBh, (Ch.VIII.balagotra), 104.17-105.9:

sa evam. upasam. kraman. asam. pannah. asam. klis. t. aś ca dharmam. śr. n. oty aviks. iptaś ca/ katham asam. klis. t. ah. śr. n. oti/ sta-

m. bhasam. kleśavigato ʼvamanyanāsam. kleśavigatah. layasam. kleśavigataś ca/

tatra s. ad. bhir ākāraih. stam. bhasam. kleśavigato bhavati/ caturbhir ākārair avamanyanāsam. kleśavigato bhavati/ekena ākāre-

n. a layasam. kleśavigato bhavati/ (1) kālena śr. n. oti (2) satkr. tya (3) śuśrūs. amān. o (4) na asūyann (5) anuvidhīyamānah. (6)

anupāram. bhapreks. ī/ebhih. s. ad. bhir ākāraih. stam. bhasam. kleśavigatah. / (7) dharme gauravam upasthāpya (8) dharmabhā-

n. ake pudgale gauravam upasthāpya (9) dharmam aparibhavam. (10) dharmabhān. akam. pudgalam. aparibhavan ebhiś

caturbhir ākārair avamanyanāsam. kleśavigatah. śr. n. oti/ (11) ātmānam aparibhavam. śr. n. oti/ anena ekena ākāren. a laya-

sam. kleśavigatah. śr. n. oti/ evam. hi bodhisattvah. asam. klis. t. o dharmam. śr. n. oti/ tatra katham. bodhisattvah. aviks. ipto dharmam.

śr. n. oti/ pam. cabhir ākāraih. / (12) ājñācitta (13) ekāgracittah. (14) avahitaśrotrah. (15) samāvarjitamānasah. (16)

sarvacetasā samanvāhr. tya dharmam. śr. n. oti/ evam. hi bodhisattvah. śrutam. paryes. ate/ (In the Bodhisattvabhūmi the sixteen

ways of listening are broadly divided into (A) listening without mental afflictions and (B) listening undistractedly. In the

case of (A), listening without mental afflictions, “mental afflictions” are equated with rigidity, contempt, and depression. The

ways of listening without these three kinds of mental afflictions are deemed to be (1)‒(6), (7)‒(10), and (11) respectively.

(B), listening undistractedly, is equated with the remaining five ways of listening [(12)‒(16)].)

31 C snyeng

32 PGN sun ci phyin, DCL sun phyin ci log
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33 PGN bsnyas

34 C smon, P smrad

35 P mkur, N bskur

36 PGN kyi

37 PGN len

38 PGN om. dag

39 C dang

40 P sams

41 PGN do

42 C zhen, L nyan

43 PGN ins. dag

44 N btsug

45 DC nyan par, PGN nye bar

46 ma ʼbrel, L mang brel

47 N bsgrub

48 mi ʼdzin: L ming dzin
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Günther Anders en France

Recension de deux revues destinée au public japonais

Yotetsu Tonaki

1) Austriaca, no. 35 : « Günther Anders », Centre dʼÉtudes et de Recherches Autrichiennes, Université de Rouen,

décembre 1992.

2) Christophe David et Karin Parienti-Maire (dir.), Günther Anders. Agir pour repousser la fin du monde,

Tumultes, no. 28-29, Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques, Université Paris Diderot

- Paris 7, 2007.

Il ne fait aucun doute que Günther Anders (1902 - 1992) se trouve parmi les auteurs à relire ou même à

découvrir dans le contexte dʼ« après Fukushima ». En effet, il est lʼun des rares philosophes à faire sienne la tâche de

penser et dʼagir face aux événements « catastrophiques » typiques de la société technico-industrielle

contemporaine : « après Hiroshima », il a rendu visite aux villes de Hiroshima et de Nagasaki pour ensuite publier

son journal 1, en même temps que dʼentamer une correspondance avec Claude Eatherly, pilote de lʼarmée

américaine qui avait assisté le largage de la bombe atomique sur Hiroshima 2 ; « après Auschwitz », il a osé

maintenir une conversation avec le fils dʼAdolf Eichmann 3 : tous ces efforts culminent dans ses réflexions critiques

sur lʼ« âge atomique » contemporain et sur la fin ultime ── et tragique ── de celui-ci 4. Quoi quʼon dise sur son

œuvre en général, on ne saurait sous-estimer lʼenjeu dʼune pensée qui nous permettra de mieux examiner la

situation actuelle dʼ« après Fukushima ». Il nʼy a pas que cela : on doit le convoquer surtout dans le contexte japonais

aussi parce que, même si ses travaux sont structurés autour de la question de « Hiroshima », il reste à peine lu dans

ce pays, qui a connu à lui seul deux bombes atomiques. La plupart de ses livres, dont certains ont quand même été

traduits, demeure peu accessible au public japonais ; la version japonaise de L’homme sur le pont. Journal

d’Hiroshima et Nagasaki, aussi bien que celle de « Hors limite » pour la conscience. Correspondance avec Claude

Eatherly, sont épuisées depuis longtemps ; alors quʼen Allemagne, ces livres, avec un autre texte de 1964, Les Morts.

Discours sur les trois guerres mondiales, ont été réédités et rassemblés en un seul tome en 1982 5, cette anthologie

essentielle nʼest pas encore publiée en entier au Japon ; un autre ouvrage majeur du philosophe, La menace

nucléaire. Considérations radicales sur l’âge atomique, publié en 1981, demeure presque inconnu aux lecteurs

japonais 6.

Eu égard à cette situation épouvantable, notre étude se propose de présenter deux recueils français consacrés à

la pensée de Günther Anders, en tenant compte en même temps du contexte spécifique de la réception française de

sa pensée. Il sʼagit en premier lieu du numéro 35, consacré à « Günther Anders », de la revue Austriaca, publiée par

le Centre dʼÉtudes et de Recherches Autrichiennes à lʼUniversité de Rouen en décembre 1992 ; en deuxième lieu,

Günther Anders. Agir pour repousser la fin du monde, recueil édité par Christophe David et Karin Parienti-Maire,

pour le numéro 28-29 de la revue Tumultes, publié en 2007 par le Centre de Sociologie des Pratiques et des

Représentations Politiques, Université Paris Diderot - Paris 7. Bien que dʼautres monographies sur Anders existent

déjà en français 7, nous considérons que ces deux numéros présentent mieux la richesse et la profondeur de sa

pensée.
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Avant dʼentrer dans le détail de ces recueils, reconstruisons brièvement les points de contact entre Anders et la

France. Né en 1902 à Breslau dans une famille juive, Günther Stern, sous son vrai nom, est élève dʼErnst Cassirer,

dʼEdmund Husserl puis de Martin Heidegger. En 1933, lorsque le NSDAP prend le pouvoir, il quitte lʼAllemagne

pour la France avec son épouse de lʼépoque, Hannah ── à savoir la future philosophe célèbre Hannah Arendt. A

Paris, il participe avec son cousin Walter Benjamin à des mouvements antifascistes, noue des relations avec des

artistes comme Stefan Zweig et publie deux articles philosophiques dans la revue Recherches philosophiques,

intitulés respectivement « Une interprétation de lʼa posteriori » et « Pathologie de la liberté ». Dirigée par Alexandre

Koyré dans les années 1930, cette revue avant-garde de philosophie publie non seulement la pensée neuve venant

de lʼAllemagne de Heidegger ou de Max Scheler, mais aussi des articles de jeunes philosophes français comme

Jacques Lacan, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas… : elle fait ainsi entrevoir les réseaux intellectuels encore à

lʼaube de la pensée française de lʼaprès-guerre. Or, la lettre dʼAnders adressée à lʼéditeur de la revue Austriaca est

dʼautant plus importante que cʼest Anders lui-même qui apporte cette remarque précieuse :

on dispose […] seulement en français de mes contributions aux Recherches philosophiques (1934 ou 35 et 36)

qui, comme Sartre me lʼa raconté une fois, sont devenues décisives pour son [livre] L’Être et le néant, à travers

le concept « être condamné à liberté » (ou quelque chose de similaire) ; et la traduction, quʼE. Levinas et moi

avons faite ensemble, a été considérée très bonne [Die damalige Uebersetzung, die E. Levinas und ich

gemeinsam erarbeiten, hat als sehr gut gegolten]. 9

Et pourtant, sa pensée nʼa pas attiré assez dʼattention du monde philosophique de lʼaprès-guerre. Le manuscrit du

premier tome de L’Obsolescence de l’homme nʼa pas réussi à inciter Jean-Paul Sartre ou Gabriel Marcel à en publier

la version française. On serait ainsi permis de dire que le fait que Gilles Deleuze cite « la pathologie de la liberté »

dans La logique du sens reste un cas extrêmement rare 10.

Cette tendance générale est renversée en 1990, lorsquʼun colloque consacré à Günther Anders est organisé à

Vienne par Konrad Paul Liessmann, chercheur autrichien qui donnera désormais lʼorientation aux recherches

andersiennes 11. Sa relation avec Husserl et Heidegger, son rapprochement avec Ernst Broch, sa propre théorie des

média ou de la littérature, sa conception de la technique, et bien sûr ses idées sur lʼâge atomique : divers aspects de

lʼœuvre andersienne ont été mis en lumière pour la première fois.

Le premier texte de notre compte rendu, la revue Austriaca, est dʼautant plus remarquable quʼelle est publiée la

même année que les actes du colloque à Vienne : elle marque le début de lʼintroduction progressive de la pensée

andersienne en France. Édité par Jacques Le Rider et Andreas Pfersmann, ce numéro nous offre la traduction

française de deux entretiens avec Anders, tenus respectivement en 1979 et en 1985, qui servent de présentation à

son itinéraire et à son œuvre. À cause sans doute du fait dʼêtre une publication du Centre dʼétudes et de recherches

autrichiennes, quatre articles sur douze qui y figurent sont écrits en allemand, dont, notamment, lʼarticle de Konrad

Paul Liessmann, « Günther Anders und die Philosophie ». Écrit en français, celui de Jürgen Doll rend compte dʼune

polémique qui a surgi en 1964 en Autriche entre Anders et lʼécrivain Friedrich Torberg. Quant à une intimité

étonnante entre Anders et Mme Heidegger, rapportée par un petit texte de Jean-Pierre Faye, il faudrait attendre

une étude biographique fiable pour en connaître la vérité. Ce numéro contient également des analyses importantes

dans des domaines très variés, telles quʼ« Entre Kafka, Brecht et le pilote dʼHiroshima » de Philippe Ivernel,

« Günther Anders et lʼidentité juive » de Jacques Le Rider et lʼanalyse des fables andersiennes par Andreas

Pfersmann. La notice bio-bibliographique ainsi que la recension des recherches capitales sur le philosophe par

Pfersmann, qui se trouvent à la fin du numéro, sont très utiles. On pourrait tout de même remarquer que cette

revue consacre relativement peu de pages aux enjeux centraux de la pensée dʼAnders que sont la question de la

technologie et celle, surtout, du nucléaire.
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À la suite de ce numéro spécial, des traductions, des articles voire des monographies commencent à être publiés

en France. Cette renaissance andersienne est entraînée par certains chercheurs dont il convient de présenter les

activités.

En premier lieu, les travaux menés par Jean-Pierre Dupuy autour du problème de la catastrophe sont motivés,

dans une certaine mesure, par sa lecture dʼAnders. Dupuy commence son livre majeur Petite métaphysique des

tsunamis par une anecdote de Noé évoquée par Anders, pour en faire une clé permettant de saisir la structure

temporelle de lʼévénement catastrophique 12. Dans lʼhéritage de la pensée dʼAnders, Dupuy multiplie en effet la

référence à ses plusieurs conceptions. Il faut citer surtout sa préface à la traduction française de Hiroshima est

partout (2008), intitulé « Günther Anders, le philosophe de lʼâge atomique » 13. Loin dʼune simple présentation du

livre, cette préface est remarquable parce quʼ elle situe la pensée dʼ Anders par rapport à deux arguments

contemporains importants, à savoir le problème de la responsabilité de Hans Jonas et celui de la banalité du mal de

Hannah Arendt.

On peut citer ensuite le nom de Christophe David, actuellement maître de conférences à lʼUniversité de Rouen.

Spécialiste de la pensée contemporaine allemande, il publie de nombreuses traductions françaises dʼauteurs

allemands, parmi lesquelles sont à remarquer laMétaphysique de Theodor Adorno et deux tomes de L’Obsolescence

de l’homme ainsi que La menace nucléaire de Günther Anders. De plus, il reprend à nouveaux frais la tâche

andersienne de réfléchir sur le problème de lʼénergie nucléaire. Cʼest ainsi quʼil organise en 2009 à lʼUniversité Paris

7 la série de conférences intitulée « LʼAllemagne comme Laboratoire dʼIdées sur lʼÉnergie Nucléaire (ALIEN) »,

invitant historiens, sociologues, économistes, philosophes, professionnels du secteur, hommes et femmes politiques

français et allemands afin de traiter des thèmes suivants : « Histoire du nucléaire militaire en Allemagne »,

« Histoire du nucléaire civil en Allemagne », « Karl Jaspers : Plutôt mort que rouge... », « La Doctrine du Sortir du

Nucléaire », « Robert Jungk, dʼHiroshima à la question de lʼ ʻʻÉtat atomiqueʼʼ », « Les mouvements pacifistes et

antinucléaires » et « Günther Anders et la menace nucléaire » 14.

Cʼest donc ce même Christophe David qui est lʼéditeur principal du deuxième texte de notre compte rendu,

Günther Anders. Agir pour repousser la fin du monde (Tumultes, n°28-29). Ce grand volume de plus de 400 pages

contient 9 textes dʼAnders, jusquʼalors inédits en français, avec des contributions de plus de 20 collaborateurs. Il y

cinq parties au total, dont la première, consacrée à la phénoménologie, contient non seulement des articles portant

sur la relation entre Anders et lʼécole de la phénoménologie, mais aussi et surtout un article sur la phénoménologie

de la musique rédigé par le jeune Günther Stern lui-même dans les années 1920, « Contribution à une

phénoménologie de lʼécoute ». La deuxième partie, la plus abondante de cette revue, sʼinterroge sur la question

morale et celle du militantisme chez le philosophe. Elle commence par lʼarticle consacré au problème du

« moralisme » de Christophe David et Dirk Röpcke. À côté des études sur la question de la « shoah » chez le

philosophe et sur lʼenjeu du dialogue quʼil a menée avec Claude Eatherly, on peut lire une série de textes dʼAnders

lui-même qui sʼinscrit dans ce domaine (« La fin du pacifisme » (1987), « Une contestation non-violente est-elle

suffisante ? » (1987), une correspondance avec Adorno en 1963, etc.). En outre, T. Aoki rend compte de lʼétat de

réception de lʼœuvre dʼAnders au Japon. La troisième partie nous fait découvrir la dimension de lʼanthropologie

dans sa pensée. On y trouve ses deux textes concernant la psychanalyse (« Peinture des fous » (1934) et « Culture

et détours : Contre une variante américaine de la psychanalyse » (1953)) ainsi quʼun texte rédigé par le co-éditeur

Karin Parienti-Maire sur la relation entre Anders et Arendt. La quatrième partie portant sur la technologie

comporte, outre le texte dʼAnders de 1987, « Briseur de machines ? », un essai intéressant dʼErich Hörl sur la

question de la cybernétique et la pensée dʼAnders. La partie finale est intitulée « Regarder le monde avec les

lunettes dʼAnders » et aborde des questions variées, dont le problème du travail, lʼenjeu de sa pensée dans le

contexte de la mondialisation…. Ainsi, la revue ne se limite pas à une simple introduction à sa pensée : elle montre la

diversité et la richesse propre à lʼœuvre de Günther Anders.
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Dans tous les cas, il va sans dire quʼen France, on est beaucoup plus conscient quʼau Japon du fait que lʼune des

façons de se guérir de la « frigidité apocalyptique » consiste précisément à consulter la voix dʼun penseur qui a

consacré toute sa vie à mettre en question la possibilité et la menace maintenues par lʼomniprésence de

« Hiroshima ».

Notes

1 Der Mann auf der Brucke : Tagebuch aus Hiroshima und Nagasaki, C. H. Beck, 1959. Tr. jp. par M. Shinohara, éd. Asahi, 1960.

2 Off limits für das Gewissen : der Briefwechsel zwischen dem Hiroshima-Piloten Claude Eatherly und Günther Anders,

Rowohlt, 1961. Tr. jp. par M. Shinohara, éd. Chikuma, 1962.

3 Wir Eichmannsöhne : offener Brief an Klaus Eichmann, C. H. Beck, 1964. Tr. jp. par T. Iwabuchi, postface de T. Takahashi, éd.

Shôbunsha, 2007.

4 Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 1, Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, C. H. Beck, 1956 ; Die

Antiquiertheit des Menschen, Bd. 2, Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution, C. H.

Beck, 1980. Tr. jp. par T. Aoki, deux tomes, Presses Universitaires de Hosei, 1994.

5 Hiroshima ist überall, C. H. Beck, 1982.

6 Die atomare Drohung: Radikale Überlegungen zum atomaren Zeitalter, C. H. Beck, 1981. Des articles réunis dans cet ouvrage,

seul « Thèses pour lʼâge atomique » (1959) est traduit en japonais par K. Yano dans la revue Gendai-Shisô (août 2003). La

contribution de Takayoshi Aoki mérite dʼêtre soulignée : il traduit non seulement deux tomes de L’Obsolescence de l’homme,

mais aussiKetzereien (PU. Hosei, 1997) etMensch ohne Welt (PU. Hosei, 1998) pour introduire la pensée dʼAnders au Japon.

7 Thierry Simonelli,Günther Anders: De la désuétude de l'homme, Éditions du Jasmin, 2004 ; Daglind Sonolet,Günther Anders :

phénoménologue de la technique, Presses universitaires de Bordeaux, 2006 ; Édouard Jolly, Nihilisme et technique : études sur

Günther Anders, EuroPhilosophie, 2010.

8 Günther Stern, « Une interprétation de lʼa posteriori », Recherches philosophiques, vol. 4, 1934 ; « Pathologie de la liberté »,

Recherches philosophiques, vol. 6, 1936.

9 Cf. la lettre de Günther Anders à Andreas Pfersmann, in Austriaca, op. cit., p. 5 (souligné par Anders et traduit en français

par Andreas Pfersmann. La dernière phrase nʼest pas traduit pour on ne sait quelle raison). Sur lʼaspect général de la

réception de sa pensée en France, voir surtout Christophe David, « Présentation », in Tumultes, op. cit.

10 Gilles Deleuze, Logique du sens, Minuit, 1969, p. 186 sq.

11 Konrad Paul Liessmann (Hg.), Günther Anders kontrovers, C. H. Beck, 1992. À quoi sʼajoutent deux autres études de base :

une autre revue de langue allemande, dirigée également par Liessmann, Text + Kritik, vol. 115, 1992 ; une monographie

dʼElke Schubert, Günther Anders : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Rowohlt, 1992.

12 Jean-Pierre Dupuy, Petite métaphysique des tsunamis, Paris, Seuil, 2005. Tr. jp. par M. Shimazaki, Éd. Iwanami, 2011.

13 Jean-Pierre Dupuy, « Günther Anders, le philosophe de lʼâge atomique », préface à Günther Anders, Hiroshima est partout,

Seuil, 2008.

14 Voir le site internet suivant : http://pacen.in2p3.fr/spip.php?rubrique37 (dernière consultation: le 15 janvier 2013).
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Summary of Research Results Produced

by the International Research Center for Philosophy,

Toyo University, for the 2012 Academic Year

(as of 1 January 2013)

Center News

[Summary of Research Projects and Research Organization]

Summary of Research Projects

The International Research Center for Philosophy (IRCP) was adopted as a Strategic Research Base

Development Program for Private Universities at the end of May 2011 and officially inaugurated on July 1, 2011. We

would like to introduce our intentions as follows.

Philosophical studies that fundamentally question the shape of humans and their society is necessary in our

contemporary society, where globalization is progressing, values are diversifying, and the path to the future is

obscured. The IRCP aims to form an international network of philosophical research to answer these global issues

and internationally communicate the modern role of the philosophy propounded by Enryo Inoue, which engenders

global cooperation while noticing the differences between Eastern and Western thought.

The IRCP has established the following three units.

1. In the 1st Unit, we present Japanese thought since the Meiji era (1868-1912), in particular the philosophy of

Inoue Enryo, the founder of Toyo University. To do this, we are conducting research projects to cultivate

Enryoʼs philosophy and establish the International Association for Inoue Enryo Research.

2. In the 2nd Unit, we methodologically support these three units through theoretical and practical means and

aim to construct a new universal methodology that is the basis of various disciplines and can be shared

globally. “A philosophy of post-Fukushima” has been assigned as a practical issue.

3. In the 3rd Unit, we strive to present a new worldview that goes beyond diversity, incorporating the active

attributes of Eastern thought based on kyosei (harmonious coexistence) for a contemporary society, which

is in strife and turmoil because of the spread of destabilizing relativism and its opposite, unipolarism.

Calendar of Recent Events at the International Research Center for Philosophy

Apr. 23, 2012 1st Study Group Session, 2nd Unit: Murakami Katsuzo “On ʻMeditatioʼ as the Cartesian Method of

Metaphysics”

Apr. 25 2nd General Meeting

May Newsletter vol. 3 published (in Japanese and English)

May 23 1st Study Group Session, 3rd Unit Bahman Zakipour “Relation between Mahayana Buddhism and

Iranians: From the Parthians to the Illuminationist school of Persian Islamic philosophy”

Jun. 27 1st Study Group Session, 1st Unit: Murayama Yasushi “Foreign philosophy professors at the

University of Tokyo in the Meiji period”

Jun. 30 Study Meeting in France of the International Association for Inoue Enryo Research: “Inoue

Enryo and his Times”

Jul. 4 2nd Study Group Session, 3rd Unit: Miyamoto Mari “Bhutan : Making a Nation as a Happy
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Society”

Jul. 4 1st Conference on “A philosophy of post-Fukushima”, 2nd Unit: Jean-Pierre Dupuy “Rational

Choice before the Apocalypse” and Ichinose Masaki: “Harmfulness of Radiation Problems : What

Can Philosophy Say for Reconstruction ?”

Jul. 9 Yamaguchi Ichiro “Problems concerning “Value” and “Science” in Germany”

Jul. 11 Workshop of the 1st Unit: “Nishida Kitaroʼs Philosophy of Religion : from the standpoints of

Christianity and Buddhism”

Jul. 27 2nd Study Group Session, 1st Unit: Sagara Tsutomu “Problem of ʻRealityʼ at the first period of the

philosophy in Japan”

Aug. 24-30 Study assembly meeting of multicultural society and field work in Bhutan

Sep. 13 3rd Study Group Session, 1st Unit: Wu Zhen “Dissemination of Chinese Moral Books in Modern

Japan and its Influence”

Sep. 15 Commemorative Lecture on The Inaugural General Assembly of the International Association

for Inoue Enryo Research

Sep. 16 International Symposium to Commemorate the 125th Anniversary of the Foundation of Toyo

University: “Philosophy facing a globalized world”

Sep. 22 2nd Conference on “A philosophy of post-Fukushima”, 2nd Unit: Etienne Tassin “Fukushima is

now. Twelve Proposals for Political Philosophy of an Ecological Crisis”

Oct. 3 3rd Study Group Session, 3rd Unit: Jayandra Soni “Intercultural Relevance of Some Moments in

the History of Indian Philosophy”

Oct. 6 3rd Conference on “A philosophy of post-Fukushima”, 2nd Unit: Yoshino Hiroyuki, Kida Yuko

and Hikita Kasumi “Rest or Refuge: On Actual Situation of Fukushima”

Oct. 13 WEB International Meeting of the 2nd Unit: “Intuition and Reflection as Method of Philosophy”

Oct. 19 4th Conference on “A philosophy of post-Fukushima”, 2nd Unit: Kamanaka Hitomi “Around the

Film ʻLiving with Internal Exposureʼ”

Oct. 25 4th Study Group Session, 3rd Unit: Yauchi Yoshiaki: “ʻCoexistenceʼ in the Thought of Anselmus”

Oct. 31 5th Study Group Session, 3rd Unit: Ishida Yasushi: “Body-Mind Relationship from the point of

view of Placebo Effects”

Oct. 31 4th Study Group Session, 1st Unit: Iwai Shougo “How to think ʻJapanʼ : loyalty and filial piety in

Inoue Enryo”

Nov. Newsletter vol. 4 published (in Japanese and English)

Nov. 6 International Symposium: “The Philosophy of Co-existence: Dialog with Islam”

Nov. 10 Co-hosted Symposium: 3rd Symposium on Religion and the Environment: “Religion and How to

Inform Daily Living with a New Principle of Civilization” (hosted by Religious and Scholarly

Eco-Initiative, Tenri University)

Nov. 14 WEB International Meeting of the 1st Unit: Yoshida Kouhei “Chinese studies and western

studies in the modern Japan ── around Nakae Chomin ──”

Nov. 22 Study report meeting, 3rd Unit: Miyamoto Hisayoshi, Horiuchi Toshio, Misawa Yuji: Report

meeting of “Study Meeting and Field Work for Multicultural Coexistence in Bhutan”

Nov. 28 5th Study Group Session, 1st Unit: Sato Atsushi “Traditional Buddhism in Inoue Enryo”

Dec. 7 6th Study Group Session, 1st Unit: Inoue Katsuhito “Philosophy society in the Meiji period”

Dec. 13 7th Study Group Session, 1st Unit: Wu Guanghui “Actual situation of the researchs on Japanese

modern philosophy in China”

Dec. 15 Symposium: “Time and space of the concept of “Law” : in search of the diversity and the
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possibilities of “Law”

Mar. 12, 2013 5th Conference on “A philosophy of post-Fukushima”, 2nd Unit: Takahashi Tetsuya and

Murakami Katsuzo (forthcoming)

Mar. 14 7th Study Group Session, 1st Unit: Kosaka Kunitsugu (forthcoming)

Mar. 28 6th Study Group Session, 3rd Unit: Suenaga Keiko and Matsushima Akihisa (forthcoming)

Mar. Journal of International Philosophy, No. 2

Mar. Journal of International Philosophy, extra issue, 1, A philosophy of post-Fukushima

Mar. Journal of International Philosophy, extra issue, 2, Time and space of the concept of “Law”: in

search of the diversity and the possibility of “Law”

Mar. Newsletter vol. 5 (in Japanese and English)

Research Organization

[Researcher]

〈1st Unit〉

Takemura Makio Yoshida Kouhei Sagara Tsutomu ☆

Shojiguchi Satoshi ◎ Iwai Shougo 〇 Ibuki Atsushi Miura Setsuo

〈2nd Unit〉

Murakami Katsuzo ★ Yamaguchi Ichiro ◎ Noma Nobuyuki

Numata Ichiro ○ Sakai Tahoko Shimizu Takashi Ohno Takeshi

〈3rd Unit〉

Miyamoto Hisayoshi ☆◎ Nagashima Takashi ○ Nagai Shin ○

Yamaguchi Shinobu Hashimoto Taigen Watanabe Shougo Kikuchi Noritaka

Asakura Koichi Soda Takehito

[Research Associate]

Shirai MasatoX Tonaki YotetsuX Horiuchi Toshio

[Project Research Assistant]

Harimoto TakafumiX Takenaka Kurumi XMisawa Yuji

(★ ＝Director; ☆ ＝ Vice-director; ◎ ＝ Project Leader; ○ ＝ Assistant project leader)

[Visiting Researchers]

Itoh Takako (Associate Professor at Faculty of Art and Design University of Toyama), Inagaki Satoshi (Part-time

Lecturer at Toyo University and Rikkyo University), Inoue Tadao (Professor at The Japanese Red Cross Akita

College of Nursing), Ōnishi Yoshitomo (Part-time Lecturer at Saitama University, Tokyo National University of

Fine Arts and Music, and Kanagawa University), Ono Junʼichi (Part-time Lecturer at Ghent University, Graduate

School at University of Tokyo), Kuroda Akinobu (Associate Professor at Cergy-Pontoise University), Kenneth

Tanaka (Professor at Musashino University), Kosaka Kunitsugu (Professor at Graduate School of Social and

Cultural studies, Nihon University), Wu Zhen (Professor at Fudan University), Gereon Kopf (Associate Professor

at Luther College), Saito Akira (Professor at Graduate School of Humanities and Sociology, University of Tokyo),

Sato Atsushi (Part-time Lecturer at Toyo University &c.), James Baskind (Associate Professor at Kyushu

Institute of Technology), Takeuchi Dai (Part-time Lecturer at Toyo University), BAIKAL (Associate Professor at

College of Arts and Sciences of J.F.Oberlin University), Bahman Zakipour (Lecturer at World Religions Research

Center, Moasese-ye Marefat wa Pajuhesh (Iran), enrolled in Graduate School at Taisho University), Frederic

Girard (Professor at lʼÉcole française dʼExtrême-Orient), Muramatsu Akira (Associate Professor at the Faculty of
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Letters, Arts and Sciences, Waseda University), Yamauchi Hirotaka (Professor at Hiroshima University), Rainer

Schulzer (Visiting Researcher at Inoue Enryō Research Center), Watanabe Hiroyuki (Part-time Lecturer at Toyo

University)

Assessment Committee (Alphabetical order)

Asano Kiyoshi (Professor at Faculty of Economics, Toyo University)

Okazaki Hisahiko (Former Ambassador to Thailand)

Klaus Riesenhuber (Emeritus Professor of Sophia University)

Shimizu Hiroshi (Emeritus Professor of University of Tokyo)

Takayama Mamoru (Professor at Graduate School of Humanities and Sociology, University of Tokyo)

[Summary of Research Results (as of 1 January 2013, including forthcoming events and

publications)]

Symposiums

1. International Symposium to Commemorate the 125th Anniversary of the Foundation of Toyo University:

“Philosophy facing a globalized world” (at Sky Hall, 16th floor, Building 2, Hakusan Campus, Toyo University,

September 16, 2012)

Opening Speech: Murakami Katsuzo (IRCP)

Welcome Address: Takemura Makio (President of Toyo University, IRCP)

Conference

Jayandra Soni (Universität Innsbruck, Austria)

“Philosophical Justification of Non-Violence in Jainism”

Wu Zhen (Fudan University, China)

“Chinese elements in the moral philosophy in Tokugawa shogunate”

Etienne Tassin (Université Paris Diderot, France)

“Human Condition at the Time of the Globalization”

Kenneth Tanaka (Musashino University, Japan)

“The Penetration of Buddhism in America: Its Reality and Significance”

Discussion, moderated by Ichiro Yamaguchi (IRCP)

Comment: Murakami Katsuzo

Round table

Closing Speech: Miyamoto Hisayosi (IRCP)

2. International Symposium “Towards a Philosophy of Co-existence: A Dialog with Islam” (at Sky Hall, Building 2,

Hakusan Campus, Toyo University, November 6, 2012)

Opening Speech: Miyamoto Hisayoshi

Abdolrahim Gavahi (World Religions Research Center)“Dialogue between Islam and Shintoism: Precursor of

Cultural Understanding and Cooperation”

Mori Mizue (Kokugakuin University) “Motoori Norinagaʼs Criticism on ʻHan-yi (Chinese mind)ʼ”

Davood Feirahi (University of Tehran) “Shiite Contemporary Schools and the Relation between Different

Religious Schools and Civilizations”

Kuroda Toshio “Possiblity of Co-existence with Islam: From the point of View of comparison with Buddhism”

Bijan Abdolkarimi (Open University, Islamic Azad University) “The Importance and Necessity of
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Comparative Philosophy”

Kamada Shigeru (University of Tokyo) “Co-existence with Others and Islam”

Hassan Seyedarab (Encyclopedia Islamica Foundation) “Shohravardi and Corbin: Dialogue between

Iran-Islamʼs Thought and Modern Philosophy”

Ono Junʼichi (IRCP Visiting Researcher) “Shohravardi: Orient as Pure Phenomenon”

Bijan Abdolkarimi “Henry Corbinʼs Heideggerian Inspired Insights”

Nagai Shin (IRCP) “Henry Corbinʼs Phenomenology”

Discussion (The Chair: Nagai Shin)

Closing Speech: Nagai Shin

3. Symposium “Time and space of the concept of “Law” : in search of the diversity and the possibility of “Law” (at

Room 6217, Building 6, Hakusan Campus, Toyo University, December 15, 2012)

Suzuki Ken (Hokkaido University)

“On the specificity of the Chinese concept of law”

Numata Ichiro (IRCP)

“Ethics and social norms in ancient India”

Horii Satoe (J. F. Oberlin University)

“The concept of law in Islam”

Horiuchi Toshio (IRCP)

“The dirersity of the concept of dharma in Buddhism: From the view point of history of ideas”

Kasai Yasunori (University of Tokyo)

“On the concept of nomos in ancient Greece”

Discussion, moderated by Yamaguchi Ichiro

WEB International Meetings

1. WEB International Meeting of the 2nd Unit: “Intuition and Reflection as Method of Philosophy” (at Special

Meeting Room, Building 5, Hakusan Campus, Toyo University, October 13, 2012)

Yamaguchi Ichiro

“Zur Anschauung und Reflexion ─ bei Nishida und Husserl”

Kuroda Akinobu (the University of Cergy-Pontoise)

“Lʼintuition agissante et lʼauto-éveil ─ Fondement des méthodes des sciences et méthode de la philosophie ̶”

Jocelyn Benoist (University Paris I)

“Quelques réflexions sur la ʻʻsurréflexionʼʼ”

Okada Mitsuhiro (Keio University)

“Intuitive evidence and formal evidence in proof-formation”

Commentator: Georg Stenger (the University of Vienna)

Moderator: Murakami Katsuzo

2. WEB International Meeting of the 1st Unit: (at Special Meeting room, Building 5, Hakusan Campus, Toyo

University, on November 14, 2012)

Yoshida Kouhei（IRCP）

“Chinese studies and western studies in the modern Japan ── around Nakae Chomin ──”
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Workshop

1. Workshop of the 1st Unit: “Nishida Kitaroʼs Philosophy of Religion : from the standpoints of Christianity and

Buddhism” (at Room 5201, Building 5, Hakusan Campus, Toyo University, July 11, 2012)

Gereon Kopf (Luther College)

“Critical Comments on Nishidaʼs Use of Chinese Buddhism”

Ishii Samoa (Japan Lutheran College and Seminary)

“Nishidaʼs Philosophy and Christianity-Explication from the Concept of Love”

Kosaka Kunitsugu (Nihon University)

“Nishidaʼs Philosophy and Religious Philosophy”

【Publications】

1. Journal of International Philosophy, No.2 (March, 2013)

2. Journal of International Philosophy, extra issue 1 « A philosophy of post-Fukushima » (March, 2013)

Contents

Preface (Murakami Katsuzo)

Jean-Pierre Dupuy “Rational Choice before the Apocalypse”

Ichinose Masaki “Harmfulness of Radiation Problems : What Can Philosophy Say for Reconstruction?”

Etienne Tassin “Fukushima is Now: Twelve Proposals for Political Philosophy of an Ecological Crisis”

Yoshino Hiroyuki, Kida Yuko, Hikita Kasumi “Rest or Refuge: On Actual Situation of Fukushima”

Kamanaka Hitomi “Around the film “Living with Internal Exposure””

3. Journal of International Philosophy, extra issue 2 «Time and space of the concept of “Law” : in search of the

diversity and the possibility of “Law”»(March, 2013)

Contents

Preface (Numata Ichiro)

Suzuki Ken “On the specificity of the Chinese concept of law”

Numata Ichiro “Ethics and social norms in ancient India”

Horii Satoe “The concept of law in Islam”

Horiuchi Toshio “The diversity of the concept of dharma in Buddhism: From the view point of history of ideas”

Kasai Yasunori “On the concept of nomos in ancient Greece”

International Association for Inoue Enryo Research

【summary】

Scope

In the early Meiji era, when Japan began exploring the structure of modern government, a distinguished

philosopher and educator named Inoue Enryo appeared. He dedicated his life to a broad range of educational

projects and laid the foundation of philosophical study in Japan, establishing Tetsugakukan, a school for human

resource development based on philosophical education, and making a great effort to provide intellectual

enlightenment to the general public across the country. His various achievements are also recognized in a vast

collection of writing that he left behind, including books about philosophy.

XX Today, the footsteps of Inoue, who played a major role in public enlightenment and social reform from the
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perspective of philosophy in the early modernization of Japan and cast no small impact on the subsequent direction

of Japanese society, ought to be deeply reflected on once again.

XX Toyo University, the successor institution to Tetsugakukan, established International Association for Inoue

Enryo Research this year in order to vigorously promote research on Enryō Inoue within a framework of

international cooperation. In conjunction with this, the International Society of Enryō Inoue will be launched in

order to engage in activities such as holding regular or occasional workshops and conferences.

Founded

September 15, 2012

Organization

Chairman：Takemura Makio

Vice Chairman: Miura Setsuo

Executive Director: Murakami Katsuzo, Shojiguchi Satoshi, Sagara Tsutomu, Kuroda Akinobu, Okuma Hirokazu,

Frederic Girard, Wu Zhen, Gereon Kopf, Ulrich Sieg, Rainer Schulzer

【Research Activities】

1. Study Meeting in Flance of the International Association for Inoue Enryo Research “Inoue Enryo and his Days”

(at Centre Européen dʼÉtudes Japonaises dʼAlsace (CEEJA) on June 30, 2012)

Opening address : Takemura Makio

Welcome address : Sakae Murakami-Giroux (CEEJA)

Miura Setsuo (IRCP) “The Life of Inoue Enryo”

Takemura Makio “About Inoue Enryoʼs Philosophy”

Rainer Schulzer (IRCP Visiting Researcher) “Inoue Enryoʼs Ideas about a Comparison between Mahayana

Philosophy and the Philosophy of Spinoza”

Ichikawa Yoshinori (the Library of the Maison du Japon at the Cité Internationale Unversitaire de Paris)

“Inoue Enryoʼs overseas tours and Japanese emigration: one of his aspects, popular educator”

Eddy Dufourmont (the University of Bordeaux) “One aspect of Inoue Enryô and his time. Nakae Chômin,

Buddhism and European philosophy”

Frédéric Girard (lʼÉcole française dʼExtrême-Orient) “About the Situation of Buddhism during the Meiji

Period”

Kuroda Akinobu “Methodology of Intellectual History: from the History of the Reception of Ideas towards an

Intellectual History of Reception”

Discussion

Closing address : Miura Setsuo

2. Foundation conference of the International Association for Inoue Enryo Research (held in Sky Hall, 16th floor

Building 2, Hakusan Campus, Toyo University, on 15 Sep. 2012)

Opening address: Miura Setsuo

Commemorative lecture：Takemura Makio “On the Philosophy of Inoue Enryo.”

Symposium “The Internationality of Inoue Enryo - his Thought and Activities”

Gereon Kopf “The Modern Buddhism of Inoue Enryo ”

Michael Burtscher (University of Tokyo) “Inoue Enryo and the Term Shutai: Notes on a Keyword of

Modern Japanese Thought”
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Wang Qing (CASS Institute of Philosophy) “Comparative Research on the Religious Thought of Cai

Yuanpei and Inoue Enryo”

Rainer Schulzer “Crossroads of World Philosophy: Theoretical and Practical Philosophy in Inoue Enryo”

Miura Setsuo “Inoue Enryoʼs Journeys around the World”

Discussion

Closing address：Murakami Katsuzo

【Issue】

1. International Journal of Inoue Enryo Research

Contents

Takemura Makio “For launch”

Report of the Study Meeting in Flance

Miura Setsuo(Professor of Toyo University) “The Life of Inoue Enryo”

Takemura Makio (President of Toyo University) “About Inoue Enryoʼs Philosophy”

Rainer Schulzer (IRCP Visiting Researcher) “Inoue Enryoʼs Ideas about a Comparison between Mahayana

Philosophy and the Philosophy of Spinoza”

Ichikawa Yoshinori (librarian at the Library of the Maison du Japon at the Cité Internationale Unversitaire de

Paris) “Inoue Enryoʼs overseas tours and Japanese emigration: one of his aspects, popular educator”

Eddy Dufourmont (Associate Professor at the University of Bordeaux) “One aspect of Inoue Enryô and his

time. Nakae Chômin, Buddhism and European philosophy”

Frédéric Girard (Professor at lʼÉcole française dʼExtrême-Orient) “About the Situation of Buddhism during

the Meiji Period”

Kuroda Akinobu (Associate Professor at the Cergy-Pontoise University) “Methodology of Intellectual

History: from the History of the Reception of Ideas towards an Intellectual History of Reception”

Report of the Foundation conference of the International Association for Inoue Enryo Research

Takemura Makio “On the Philosophy of Inoue Enryo.”

Gereon Kopf “The “Modern Buddhism” of Inoue Enryō”

Michael Burtscher “Inoue Enryō and the Term Shutai : Notes on a Keyword of Modern Japanese Thought”

Wang Qing “Comparative Research on the Religious Thought of Cai Yuanpei and Inoue Enryo”

Rainer Schulzer “Crossroads of World Philosophy: Theoretical and Practical Philosophy in Inoue Enryo”

Miura Setsuo “Inoue Enryoʼs Journeys around the World”

Discussion

Publication of research papers and other related academic activities

Books

Watanabe, Shougo, Read the Heart Sutra through Pictures: A cultural Research of the Heart Sutra, Nomburu-sha,

May, 2012, pp.1-249.

Sagara, Tsutomu, co ed., Questions for Science and Technology: Third Collection of Essays of the Heidegger study

group, Riso-Sha, July 2012, pp. 1-277.

Horiuchi, Toshio, “The Thought of the Middle-Period Yogācāra” (Series Daijo Bukkyo: Yugagyo to Yuishiki,

Shunjūsha, pp.111-149, August, 2012)
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Takemura, Makio, The Heart of Religion―from the thoughts of Dr. Kitaro Nishida and Dr. Daisetsu Suzuki,

Shunjyusha, October 2012, pp. 1-259.

Murakami, Katsuzo, Genèse de la métaphysique de Descartes, 2ème edition, Kodansha Gakujyutu-bunnko, October

2012, pp. 1-383.

Murakami, Katsuzo, “Comment a-t-on confronté Leibniz avec Descartes ?” (Les Études leibniziennes, Hosei

University Press, pp. 184-195, October 2012)

Murakami, Katsuzo, “Métaphysique et la transcendence” (La possibilité de la métaphysique : Philosophie de Makoto

YAMAMOTO, Kousakusya, pp. 195-203, October 2012)

Yamaguchi, Ichiro, Einfuhrung in die Phanomenologie, Nihon Hyoronsha, Tokyo, October 2012, pp. 1-343.

Yamaguchi, Ichiro, “Kleine Perzeption und passive Synthesis” (Lesebuch von Leibnitz, Kiyoshi Sakai, u.a.(Hg.),

Hoseidaigaku Shuppankyoku, Tokyo, S. 284-S.301, 2012)

吉田公平『中國近世心學思想』研文出版、2012 年 10 月、pp. 1-482.

Kikuchi, Noritaka, “Le paradigme de la pensée” (Université Toyo (éd.), Faisons la philosophie, Éditions Taisei, pp.

44-52, nov. 2012)

Shimizu, Takashi (co-ed.), “Collective intellect” (Let's Carry Out Philosophy: 30 Hints for Thinking, Taisei

publishing, pp.340-347, November, 2012)

Miura, Setsuo, Inoue Enryo, (Booklet of History of the Toyo University, 4), Toyo University, November, 2012, pp.

1-48.

Kikuchi, Noritaka, Inoué Enryo, fondateur de l’étude fantôme, Éditions Kadokawa-gakugei, janv. 2013, pp. 1-216.

Kikuchi, Noritaka, Le labyrinth des fées: à la recherche de fantômes en Europe, Éditions Kadokawa-gakugei, fév.

2013, pp. 1-224.

Shimizu, Takashi, Michel Serres : Scenery of the genesis, Hakushui-sha, 2013.

小路口聡『作爲哲學資源的中國思想──吉田公平教授退休記念論集』共編著、研文出版、2013 年 3 月.

Research papers

伊吹敦「南宋・金的衰亡與禪（下之下）要説・中國禪思想史 33」（『禪文化』224 号、pp.142-150、2012 年 4 月）

Shinobu, Yamaguchi, “Hinduism of West India” (Asakura world geography lecture 4, eds., by Musashi Tachikawa,

Yoshio Sugimoto, and Masamichi Umezu, Asakura Publishing, pp. 315-322, June, 2012)

伊吹敦「蒙古統治下的中國與禪（上）要説・中國禅思想史 34」（『禪文化』225 号、pp.64-72、2012 年 7 月）

Kikuchi, Noritaka, “La magie du Dieu exécutée par les chrétiens japonais, I” (Kwai, XXXVI, Librairie Kadokawa,

pp.154-158, juil. 2012)

Hashimoto, Taigen, “Kabirʼs doha: its History and Concepts” (Nagasaki, Hiroko ed., Indian and Persian Prosody and

Recitation, Delhi: Saujanya Publicatios, pp.164-172, July 2012)

Watanabe, Shougo, “The Formation of the Prajnaparamita Sutras: Around the Development of Wisdom” (What is

the scripture? (II), Formation of the Buddhist scripture, and its deployment and acceptance, ed., by The Nippon

Buddhist Research Association, Heirakuji Shoten, pp.29- 62, July, 2012)

野間信幸著、高恵玲譯、呉佩珍導讀「張文環與≪風月報≫」（『中心到辺陲的重軌與分軌──日本帝国與臺灣文學、

文化研究』収、国立臺灣大學出版中心、2012 年 8 月）

Tonaki, Yotetsu, « Éthique et politique chez Emmanuel Levinas. Un dialogue avec Platon et ʻʻune autre archéʼʼ»

(Recherches sur l’histoire de la pensée sociale, no. 36, pp. 108-126, septembre 2012)

Miura, Setsuo, “The Thought of Inoue Enryo of his youth days” (Annual Report of the Inoue Enryo Center, Vol.21,

pp. 51-86, September, 2012)

伊吹敦「蒙古統治下的中國與禪(中） 要説・中國禅思想史 35」（『禪文化』226 号、pp.102-110、2012 年 10 月）

Kikuchi, Noritaka, “La magie du Dieu exécutée par les chrétiens japonais, II” (Kwai, XXXVII, Librairie Kadokawa,
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pp.210-214, nov. 2012)

Shimizu, Takashi, “Leibnizʼs De Arte combinatorial” (Studia Leibnitiana Japonica 2，pp.53-67, November, 2012)

Miura, Setsuo, “125-Year Tradition of the Toyo University” (Toyo University by AERA, Asahi Shimbun

Publications, pp. 84-89, November, 2012)

Asakura, Koichi, “The problem of recognition in care” (TOYOHOGAKU, vol. 52, No. 2, HOGAKUKAI TOYO

UNIVERSITY, January 2013)

Soda, Takehito, “Karl Barths Kritik an der Schweiz und seine Auseinandersetzung über den Antikommunismus -

ein Ausschnitt der Aufarbeitung der Vergangenheit in der Schweiz zwischen den 40er und 50er Jahren des 20.

Jahrhunderts” (Festschrift für Professor Kazuo HOSAKA anlässlich seines siebzigjährigen Jubiläums,

Dogakusha, 2013.1)

Watanabe, Shougo, “The formation and Development of the Prajnaparamita Sutras” (Wisdom, World, and

Language: Mahayana Scriptures I (second chapter), Series Mahayana Buddhism, 4th volume, Shunju-Sha, pp.

1-53, January, 2013)

伊吹敦「道璿是否精通天臺教學？」（『印度學佛教學研究』61 巻 2 号、2013 年 3 月）

伊吹敦「初期禪宗給豫在日本佛教的影響──以大安寺道璿爲中心──」（『東洋學論叢』66 集、2013 年 3 月）

Iwai, Shougo, “The Almsgiving of Cunda ─ Japanese Translation and Notes of Pat.hamasam. bodhi” (Bulletin of

Orientology, Series of Indian Philisophy XXXVIII, Bulletin of the Faculty of Letters Toyo University, No. 66,

March 2013)

Ohno, Takeshi, “Le mouvement et le repos dans la théorie du corps chez Spinoza” (Hakusan Philosophie, vol. 47,

March 2012)

Kikuchi, Noritaka, “La magie du Dieu exécutée par les chrétiens japonais, III” (Kwai, XXXVIII, Librairie

Kadokawa, mars 2013)

Kikuchi, Noritaka, “Démonter un péché: La liturgie taoïste des défunts de lʼépoque des Six dynasties à nos jours”

(Études orientalistes, L, mars 2013)

坂井多穂子「關於楊萬里『喜雨』詩」（『東洋大學中國哲學文學科紀要』第 21 号、2013 年 3 月）

Sagara, Tsutomu, “Methodical meaning of Tetsujiro Inoueʼs “Ontology of the Phenomenal Reality”” (Asian Studies,

vol. 50, Institute of Asian Studies, Toyo University, March, 2013)

小路口聡「在宋明心學的“現在”主義的哲學」（『作爲哲學資源的中國思想』研文出版、2013 年 3 月）

小路口聡「關於生出天地的良知」（『東洋大學中國哲學文學科紀要』21 号、2013 年 3 月）

Shirai, Masato, “The fact of Self-Awareness and Its Development: The Question of Self-Awareness in the Later

Nishida” (Journal of International Philosophy, No.2, March, 2013)

Soda, Takehito, “Die “Geistige Landesverteidigung” der Schweiz in Werner Johannes Guggenheims ‚“Bomber für

Japan” ” (Bulletin des Instituts für Humanwissenschaften an der Universität Toyo, Bd.15, 2013.3)

Soda, Takehito, “Bürgerliche Gesellschaft und Klassische Bildung  Strukturwandel der Öffentlichkeit” (Neue

Perspektive für Deutschland in der Gegenwart, Bd.1, Bensei-Shuppan, 2013.3)

Takenaka, Kurumi, “How does the blue arise?” (Bulletin of the Graduate School, Toyo University, vol.49, March

2013)

Nagai, Shin, « IZUTSU TOSHIHIKO, M.DALISSIER » (S.NAGAI,Y.SUGIMURA (édité par), Philosophie japonaise,

Librairie Philosophique J.Vrin, pp. 353-388, mars 2013)

Numata, Ichiro, “Transformation of prāyaścitta and the structure of the Dharma literatures” (Journal of Indian and

Buddhist studies, 61-2, March 2013)

Numata, Ichiro, “Annotated Translation of the Eighth Chapter of BhāruciʼsManuśāstravivaran. a(1)” (Asian studies,

vol. 50, March 2013)

Numata, Ichiro, “The Concept of Deposit in Ancient Indian Law Books” (Bulletin of the Faculty of Letters, Toyo
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University. Series of Indian philosophy, 38, March 2013)

野間信幸「張文環作品的原郷」（『東洋大學中國哲學文學科紀要』第 21 号、2013 年 3 月）

Hashimoto, Taigen, “A Study of Sikhism: On the Composition of the sacred Canon” (The Bulletin of Orientology,

Vol. 38, Mar. 2013)

播本崇史「關於明末天主教之“靈”與“理”的考察」（『東洋大學中國哲學文學科紀要』21 号、2013 年 3 月）

Horiuchi, Toshio, “Some problems in the Lankavatarasutra” (Journal of Indian and Buddhist Studies, 2013)

Horiuchi, Toshio, “An Annotated Translation of Sutra Passages 62 & 63 in Chapter 2 of the Vyākhyāyukti ” (Journal

of International Philosophy, No.2, March, 2013)

Miura, Setsuo, “The Life of Inoue Enryo” (International Journal of Inoue Enryo Research, No. 1, March, 2013)

Miura, Setsuo, “Inoue Enryoʼs Journeys around the World” (International Journal of Inoue Enryo Research, No. 1,

March, 2013)

Misawa, Yuji, “On the Theory of śuddhetarasr. s. t. i in the Ahirbudhnyasam. hitā” (Journal of Indian and Buddhist

studies, Vol. 61, March 2013)

Misawa, Yuji, “Three Aspects of Sam. sāra based on Three Gun. as in Sām. khya Philosophy” (Asian Studies, Toyo

University, No. 50, March 2013)

Misawa, Yuji, “Japanese Translation and Notes of the Laks.mītantra Chapter 1” (Bulletin of the Graduate School,

Toyo University, Vol. 49, March 2013)

Yamaguchi, Shinobu, “The tale of the history of ghuśmeśvara jyotirlin
.
ga found in Śivapurān. a” (Bulletin of

Orientology, Series of Indian Philisophy XXXVIII, Bulletin of the Faculty of Letters Toyo University, No. 66,

March 2013)

吉田公平「關於岡本巍的氣運論」（『東洋學研究』50 号、2013 年 3 月）

Watanabe, Shougo, “The Thought of the Three Vehicles in the Prajnaparamita Sutra” (Essays in Honor of Dr. ITO

Zuiei on His Seventieth Birthday, Rissho University, March, 2013)

Watanabe, Shougo, “Satpurus. a in the Astasahasrikaprajnaparamita” (Bulletin of Orientology, Series of Indian

Philisophy XXXVIII, Bulletin of the Faculty of Letters Toyo University, No. 66, March, 2013)

Watanabe, Shougo, “The Simile of a Raft in the Vajracchedikaprajnaparamitasutra” (The Annual Bulletin of the

Matsugaoka Bunko, 27, March, 2013)

Tonaki, Yotetsu, « Emmanuel Levinas et le problème de la laïcité. Place de la judéité en France contemporaine »,

(Études de langue et littérature françaises (Société Japonaise de Langue et Littérature Française), no. 102, 2013)

Translations

Yamaguchi, Ichiro / Hamauzu, Shinji. (Hg.), Phanomenologie der Intersubjektivitat, Chikuma Shobo, Tokyo, May

2012, pp. 1-552.

野間信幸『鍾理和集』（翻譯）研文出版、2012 年 9 月、 pp. 1-95.

吉田公平、小路口聡「王畿『龍渓王先生會語』譯注 其十二」（『東洋古典學研究』第三十四号、2012 年 11 月、

pp.77〜111 ＊早坂俊廣・鶴成久章・内田健太・本多道隆共著）

Tonaki, Yotetsu, tr., Jean-Luc Nancy, Après Fukushima. Catastrophe, technique, démocratie, Ibunsha, novembre

2012, pp. 1-199.

Watanabe, Shougo, “The True Intention of a scripture: A Translation of the Heart Sutra and Avalokitesvara Sutra”

(A guide to the origin and manners of Shinto-and-Buddhist-deities worship, Shin-Jinbutsu-Orai-Sha, pp.296-306,

December, 2012)

小路口聡、吉田公平「王畿『龍渓王先生會語』訳注 其十三」（『白山中國學』通巻 19 号、2013 年 1 月、pp.1〜30

＊早坂俊廣・鶴成久章・内田健太・本多道隆共著）

Tonaki, Yotetsu, tr., Etienne Tassin, « La condition humaine au temps de la globalisation », (Journal de philosophie
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internationale, no. 2, mars 2013)

Tonaki, Yotetsu, tr., Etienne Tassin, « Douze remarques pour une philosophie politique des crises écologiques »

(Journal de philosophie internationale, supplément: « Philosophie après Fukushima », mars 2013)

Horiuchi, Toshio tr., Kenneth Tanaka, “The Penetration of Buddhism in America: Its significance and Reality”

(Journal of International Philosophy, No.2, March, 2013)

Horiuchi, Toshio, tr., “Spirituality and Happiness” (Journal of International Philosophy, No.2, March, 2013)

Horiuchi, Toshio, tr., “lHo drug tradition of Bhutan” (Journal of International Philosophy, No.2, March, 2013)

Misawa, Yuji, tr., Jayandra Soni, “Philosophical Justification of Non-Violence in Jainism” (Journal of International

Philosophy, No. 2, March, 2013)

Literary Reviews and Others

Soda, Takehito, “Artikel “Euthanasie” ” (Lexikon für Vergleichende Erziehungswissenschaft, Toshindo, S.380, 2012.

6.)

Watanabe, Shougo, “The bodhisattva Avalokitesvara and Emptiness seen fron the Heart Sutra” (Bukkyo Bunka,

158, pp.13-19, Tokyo international Buddhism school, August, 2012)

野間信幸「回顧第 14回學術大會──第 4 分科會報告」（『日本臺灣學會新聞通信』第 23 号、p4、2012 年 10 月）

Soda, Takehito, “Über die Behandlung der religiösen Elemente im Unterricht “Deutsch als Fremdsprache” ”,

(Bulletin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Toyo, Bd.38, Heft 2, 2013.3)

Tonaki, Yotetsu, « Günther Anders en France » (Journal de philosophie internationale, no. 2, mars 2013)

Research Activities

Presentations at Conferences and Symposiums

伊吹敦「初期禪宗給豫日本佛教的影響──以大安寺道璿爲中心──」（2012 年 5 月 4 日、玄奘大學語文教學曁文化

交流國際學術研討會、玄奘大學、臺灣・新竹)

Horiuchi, Toshio, “The Proof of the Authenticity of the Mahāyāna as Delineated in Vasubandhuʼs Vyākhyāyukti ”

(ICES57, Symposium V, 25th May, 2012)

野間信幸 第 4 分科会（文学）座長（日本臺灣學會第 14回學術大會、一橋大學、5月 26 日）

Tonaki, Yotetsu, « Emmanuel Levinas et le problème de la laïcité. La place de la judéité en France contemporaine »

(Société Japonaise de Langue et Littérature Françaises, Université de Tokyo, juin 2012)

伊吹敦「禪宗的成立與佛性觀的變貌」（第 1回韓中日國際佛教學術大會、Ferrum 大廰、韓國・首爾、2012 年 6 月

23 日）

伊吹敦「道璿是否精通天臺教學？」（日本印度學佛教學會第 63回學術大會、鶴見大學、2012 年 6 月 30 日)

Numata, Ichiro, “Transformation of prāyaścitta and the structure of the Dharma literatures” (Annual Meeting of

Japanese Association of the Inidan and Buddhist Studies at Tsurumi Univ., 2012, 6.30)

Horiuchi, Toshio, “Some problems in the Lankavatarasutra” (The Japanese Asssociation of Indian and Buddhist

Studies, Tsurumi University, 30th June, 2012)

Misawa, Yuji, “The Theory of Śuddhetarasr. s. t. i in the Ahirbudhnyasam. hitā and the Sām. khya Philosophy” (The

63rd Annual Academic Conference of the Japanese Association of Indian and Buddhist Studies, Tsurumi

University, June 30, 2012)

Soda, Takehito, “Über die Literatur der Geistigen Landesverteidigung  W.J. Guggenheims〉Bomber für Japan

〈”(Japanische Gesellschaft für Schweizerliteratur, Im Surugadai-Campus der Meiji-Universität, 28. Juli 2012)

播本崇史「明末天主教與本體論」（東洋學研究所発表例会、東洋大學、2012 年 12 月 22 日）

Ohno, Takeshi, “Miracle comme lʼignorance dans Spinoza” (Association Japonaise dʼÉtudes Religieuses, Université
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Kogakukan, 8 Sept. 2012)

Iwai, Shougo, “Saddhā of the Bodhisattva” (82nd Conference of the Nippon Buddhist Research Association, at

Hanazono University, on September 14, 2012)

Nagai, Shin, “Silence du Nom divin et le « dire »--Pénomenologie du « mouvement »” (Colloque à lʼuniversité

Jyochi, le 28 octobre 2012)

伊吹敦「日本古文獻所見中國早期禪宗──以大安寺道璿撰《集注梵網經》爲中心」（第 3届世界漢學大會、人民大

學、北京・中國、2012 年 11 月 4 日）

Ohno, Takeshi, “La théorie de Distinction dans Pensées Metaphysiaues de Spinoza” (La Société Japonaise de

Philosophie Médiévale, Université Bunkyo, 10 Nov. 2012)

Nagai, Shin, “Science de Yokai (Yokaigaku) chez Enryou Inoué” (« Le monde de W.B Yeats et Enryou Inoué »,

Colloque à lʻuniversité Toyo, le 18 novembre 2012)

Soda, Takehito, “Deutsch als Fremdsprache” (Symposium im Jahrgang 2012 “Verständnis fremder Kulturen und

Unterricht der Fremdsprachen  unter dem Gesichtspunkt von Religion und denkerischer Tradition”: Über die

Behandlung der religiösen Elemente im Unterricht, Im 1. Hakusan-Campus der Toyo-Universität, 15.

Dezember 2012)

Tonaki, Yotetsu, « Quelques réflexions sur la philosophie dʼaprès Fukushima » (Séminaire du Centre de Sociologie

des Pratiques et des Représentations Politiques, Université Paris Diderot, le 14 février 2013)

Tonaki, Yotetsu, « La banalité de la catastrophe » (Workshop des jeunes chercheurs de Contemporary Philosophy

in the Age of Globalization, « Autour de la traduction japonaise de Jean-Luc Nancy, Après Fukushima »,

Université de Tokyo, le 23 février 2013)

Iwai, Shougo, “〈The Moral Sense related All things in the Universe〉of Enryo” (Symposium “Enryo and

Kumagusu: Eco-Philosophy in modern Japan”? (Presents TIEPh: with the Support of International Association

for Inoue Enryo Research), Sky Hall, February 24, 2013)

Takenaka, Kurumi, “On Humeʼs missing shade of blue” (37th Study Meeting of the Japanese Society for the British

Philosophy, Tohoku University, 26 March 2013)

Other Study Meetings

Misawa, Yuji, “The Aspect of Sam. sāra in Sām. khya Philosophy: Descent into Animal Realm or Hell by Tamas”,

(meeting for presentation of research papers, Institute of Oriental Studies, Toyo University, Toyo University,

July 7, 2012)

播本崇史「關於明末天主教的“靈”」（白山中國學會第 3回発表大會、東洋大學、2012 年 7 月 28 日）

吉田公平「關於西村茂樹的≪心學講義≫」（日本哲學史論壇、京都大學、2012 年 12 月 15 日）

Sagara, Tsutomu, “Philosophical consideration of “acceptance of death”” (meeting for presentation of research

papers, Institute of Oriental Studies, Toyo University, January 12, 2013)

Research Activity

野間信幸 高雄美濃・内門、嘉義出水坑（2012 年 9 月 5 日〜9 月 11 日）

Lectures

Watanabe, Shougo, “Read the Heart Sutra” (the workshop of NPO Kawasaki citizen academy, at Kawasaki lifelong

learning plaza: Musashikosugi, April 9, 2012 up to July 23, 12 times)

Takemura, Makio, “Dr. Inoue Enryoʼs Philosophy and Religion” (The Industry Club of Japan, May 9, 2012)

Watanabe, Shougo, “On Mahayana Buddhism” (Tokyo international Buddhism school, Hongo: Young Buddhist

Association of The University of Tokyo building, June 2, 2012)
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Takemura, Makio, “On the Personality and Philosophy of Dr. Inoue Enryo, the Founder of TOYO University”

(TOYO University, June 10, 2012)

Watanabe, Shougo, “Ethics of Vimalakirti” (Etics of Indian culture and Buddhism: Invitation to oriental thoughts,

The Toyo University extension lecture, the Toyo University Hakusan campus, June 23, 2012)

Takemura, Makio, “On the Personality and Philosophy of Dr. Inoue Enryo, the Founder of TOYO University”

(Nagoya, July 8, 2012)

Watanabe, Shougo, “Why Inoue Enryo now?” (Nagasaki-ken Isahaya-shi: Toyo University alumni association

Nagasaki branch, July 8, 2012)

小路口聡「關於生出天地的良知」（白山中國學會第 3回大會、基調講演、東洋大學、2012 年 7 月 28 日）

Takemura, Makio, “On the Personality and Philosophy of Dr. Inoue Enryo, the Founder of TOYO University”

(Fukuoka, August 4, 2012)

Takemura, Makio, “On the Personality and Philosophy of Dr. Inoue Enryo, the Founder of TOYO University”

(Sendai, September 1, 2012)

Takemura, Makio, “On the Personality and Philosophy of Dr .Inoue Enryo” (Ushiku-city, September 9, 2012)

Takemura, Makio, “On the Personality and Philosophy of Dr. Inoue Enryo” (Ushiku High-School affiliated with

TOYO University, October 13, 2012)

Watanabe, Shougo, “The thought of the Red Cross and compassion in Buddhism” (The Japanese Red Cross Akita

College of Nursing: Akita-shi, November 13, 2012)

Nagai, Shin, “Qu ʻest-ce que le soufisme ?” (Conférence introductive au « Derviche Tournoiement », le 29 novembre

2012)

Watanabe, Shougo, “Read the Heart Sutra through pictures: The southern-part pictorial-symbol culture of Edo

period” (Obaku study meeting, the Obaku sect Toun-ji: Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo-to, November 29,

2012)

Kikuchi, Noritaka, “Kyoto, la capitale de sortilège: Le culture que le taoïsme produisait au Japon” (La LXIe
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