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序論 

 日本の哲学研究の出発点を、西周が１８６２年（文久二年）に書いた哲学講義録に求め

るならば、日本における哲学研究は今年でちょうど１５０年の歴史を持つことになる。日

本における哲学について考えてみると、今や哲学それ自体が特別珍しいものではないこと

に気付く1。大学には哲学の講義があるし、書店に行けば哲学の本は入門書から専門書まで

様々な本が並んでいる。それにも関わらず、哲学は日本においてやはり異物であるかのよ

うに扱われる。「哲学は役に立つのか」とか「どうでもいいことを難しく考えている」とい

った声は、現在も哲学に対して投げかけられる言葉である。また、本学の創立者である井

上円了は各地で講演し哲学を説いたが、その中でしばしば「哲学は役に立たない」という

民衆からの声に直面した2。つまり、哲学が日本人にとって異物であるのは昔も今も変わっ

ていない。また、日本には神道・仏教・儒学のような思想基盤があったにも関わらず、あ

えて西洋から哲学が持ち込まれたということは奇妙に思われる。すなわち、「日本における

哲学の意義」という問いは、そのシンプルさに反して答えるのは難しい。 

 この問いに答えるためには、日本に哲学がもたらされた時のことを改めて考える必要が

あるだろう。そこで我々は Philosophy を哲学と訳し、日本にはじめて哲学を紹介した西周

による哲学の受容をその手がかりにしてみたい。その際に注目するのは一体どのような点

に注目して哲学が受容されたかである。それまでの思想と比較して、何か優れた点がなけ

れば新たな思想は受容されない。その意味で、西による哲学の受容は、我々の課題に答え

るための良い手がかりになるだろう。 

 第１章では哲学が本格的に受容される前の、前史としての西洋の思想や学問について述

べる。第２章では西周による哲学の受容の経緯と、彼が哲学をどのように考えていたかを

考察する。そして第３章では初期の哲学受容に潜む問題点と哲学の可能性について論じる。

「日本における哲学」の問題は、結局のところ日本と哲学の両方の問題に帰着する。この

問題はあまりにも大きいが、これを考えるための手がかりに尐しでも接近できれば幸いで

ある。 

 

                                            
1 現在東洋哲学や中国哲学のような言葉使いをすることは一般的であるが、東洋や中国の特定の思想のあり方を「哲学」

と呼ぶこと自体が西洋哲学の受容以後である。そこで本稿で「哲学」という場合には、西洋哲学のことを指す。 
2 （井上円了, 1987, p.27）  
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第１章 日本における哲学受容の前史 

 次章で見るように、哲学の本格的な受容は幕末から明治にかけてである。しかしながら、

それ以前にも日本は西洋文化と交流を持っており、その中には哲学に関係するものも尐な

くない。日本における哲学研究の前史として、これらの問題を考えてみたい。 

 日本における西洋文化との最初の接触は、１５４９年（天文十八年）のキリスト教の伝

来である。キリスト教は日本で信者を増やすが、それ故に権力者たちから危険視され、１

６１２年（慶長十七年）に徳川幕府が強固な禁止令を出すことにより、日本の思想文化の

表舞台からは消えることになる。しかし、この間にキリスト教徒は布教のために神学校を

建て、信仰に関係する文書を印刷した。神学校では神学の基礎科目として哲学が教えられ

ただろうし、信者の間に出回った文書の中には、スコラ哲学的に解釈されたアリストテレ

スの思想も混入していたと言われる3。ただし、これらは散発的な活動に終わり、例えばキ

リスト教をきっかけとしてスコラ哲学が根付くようなことはなかった。 

 また宗教的な思想以外で注目すべきものとしては、弾圧により棄教したキリシタンであ

るクリストファン・フェレイラが１６４２年（寛永十九年）にまとめた『乾坤弁説』があ

る。これはアリストテレス＝プトレマイオス的な自然観を背景に持つ天文学書であり、西

洋的な自然観の日本への初めて紹介であった。もちろん、これはあくまで天文学書であり、

アリストテレスの形而上学や倫理学などには特別触れていない。この書に対しては儒者た

ちから批判が寄せられ、それらは西洋の科学思想の受容を考える上で興味深いが、ここで

は詳述しない4。 

 キリスト教に対する警戒と弾圧が徹底された、徳川幕府のいわゆる「鎖国」の時代にお

いては、西洋との文化交流には厳しい制限が設けられることとなる。それが八代将軍吉宗

の治世にはやや宥和させられて、当時西洋の中で唯一交易をもっていたオランダの書物の

うち、キリスト教に関係ないものに限って研究することが認められ、蘭学が興隆すること

になる。蘭学の対象は医学・天文学・物理学・数学など、物質的・実用的な学問が中心で

あえい、哲学などはその対象ではなかった。もっともいくつかの例外はある。高野長英は

『見聞漫録』の中で、古代のタレスから、当時の最新学説としてクリスティアン・ヴォル

フまでの自然哲学史を記している。もっともこれは雑記であって、哲学を意味する言葉は

一切用いていないし、あくまで西洋的な自然観の記述の域を出ない。また当時の蘭学者の

中には自然科学の文献の中に西洋の科学革命を見出し、彼らの依拠していた宋学の世界観

を揺るがされたものもいた5。ただし、これらの優れた蘭学者が西洋の自然科学を深く学び、

時には我々が今日哲学者として知る者の名前をあげていようと、その研究対象は自然科学

的な領域にとどまり、同じものが道徳や政治についても研究していることについてはほと

んど気にしていない。要するに、蘭学者たちの西洋理解は決して浅くはないが、その研究

                                            
3 （熊野, 2009, p.10） 
4 詳しくは「アリストテレスと日本 —わが国における西欧的世界像の最初の受容—」（伊藤, 2009 所収）参照 
5 （蓮沼, 1987, p.84-86） 
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対象は物質的・実用的な学問に限られていたと言わなければならない。 

 日本における哲学研究の前史を振り返れば、散発的ではあれ様々な形で哲学に接近して

おり、哲学を受容する機会は十分にあったようにも思える。しかし、結局本格的な哲学研

究には至らなかった。麻生義輝はこの理由について、哲学のような学問を研究することは、

キリスト教への厳しい弾圧がある社会においては宗教の接近と疑われかねないこと、さら

には「日本人の思索の未成熟」という２つを挙げる6。もっともな理由ではあるが、それだ

けでは不十分であろう。まず哲学を輸出する西洋側の事情を考慮する必要がある。つまり、

哲学を独立したものとして伝えるためには、ヘーゲル以降の哲学史や哲学概論の体系的な

整理を待たなければならなかったということである7。また日本側の事情としては、新井白

石から佐久間象山まで見られる「東洋道徳、西洋芸術」の西洋観があったことが挙げられ

よう8。これは、東洋の道徳の上に西洋の技術力を加えるという思想であり、精神的な問題

については西洋から学ぶ必要はないという表明でもある。ともかく、日本と西洋の文化交

流の中には哲学と関係が浅くないものも大いにあった。それでも結局、宗教的な思想は弾

圧され、後には物質的・実用的な学問が重んぜられたことは間違いない。哲学だけでなく、

政治学・経済学・法学などの社会思想ついてもやはり同様である。これらの時期に語学を

初めとして、日本における西洋文化研究の基礎が築かれたことは間違いないが、やはり哲

学や社会思想が学ばれるのは幕末を待たなければならなかった。 

                                            
6 （麻生, 2008, p.24） 

7 （三枝, 1972, p.160） 

8 （桑木, 1943, p.9-10） 
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第２章 西周による哲学の受容 

 徳川幕府は対外政策の転換は、アヘン戦争やペリーの来航などの欧米諸国によるアジア

への進出に端を発する。幕府は西洋文化の研究のため、従来の翻訳機関の機能を拡張して、

蕃書調所を設置する。この蕃書調所の主な業務は洋書の翻訳であったが、一方では洋学の

教育や出版事業なども行う、幅広い機能を有した洋学の総合教育機関であった。幼い頃か

ら漢学を修行しつつも、やがて脱藩してまで洋学を志した西周にとって、蕃書調所は当時

としては最高の環境であったことだろう。 

 同じ頃、幕府は外交使節団と共に学徒を同行させ、西洋の文化を見聞させている。西は

新たな知識を求めて留学の願いを出し、１８６２年（文久二年）に同じく蕃書調所に勤め

る津田真道と共にオランダへ留学することになる。この留学の目的は、西がオランダに向

かう道中で留学先に宛てて書いた手紙から伺うことができる9。西は当時の日本が海外諸国

と交流し、内政の改革を行うための「統計学・法律学・経済学・政治学および外交の学等」

の要点を学びたいと希望している。同時にまた哲学についても「デカルト・ロック・ヘー

ゲル・カント」の名前を挙げて、これを学ぶのは困難であるが日本の発展に役立つため、

やはり学んでみたいと述べている。西および津田の留学の目的は、まず何よりも当時の日

本が国際社会に参入するために必要だった今日でいえば社会科学にあたるものを学ぶこと

であり、哲学もまたそれと関係づけられていると考えるべきであろう。さて、オランダに

到着した西と津田は、ライデン大学経済学教授のシモン・フィッセリングの元で学ぶ。フ

ィッセリングは事前の書簡から２人の留学の目的をよく理解し、性法（自然法）・万国公法

（国際法）・国法・制産（経済学）・政表（統計学）の５つの学の要点をまとめた講義を行

った。しかし、西がもう１つ希望していた哲学についてはフィッセリングの講義には含ま

れていない。西が哲学をどこから学んだのかについては資料が乏しく、状況証拠以外のこ

とは定かではない10。 

 この西と津田によるオランダ留学は、それまでの物質的・実用的な学問を中心に学んで

いた時代から、大きな転換を果たしたと言えるだろう。すなわち、国際情勢の変化に伴っ

て、それまで扱われることがなかった社会科学や哲学など、精神的な学問についても研究

対象となる。それはつまり、日本における哲学の受容にはそれまでの鎖国体制を改め、日

本が国際化の道を歩むこと、異質な文化の理解や共存と無関係ではない、ということを意

味する。 

 それでは西は哲学をどのようなものと考え、どのように受け取ったのであろうか。もち

ろん、先ほどの書簡に哲学者の名前が挙げられていることからもわかるように、西は留学

                                            
9 この書簡については高坂史朗「新しい世界を求めて —西周とオランダとの出会い—」 （『西周と日本の近代』所収）

を参照した。 
10 この状況証拠をあげるなら大体以下の通りになる。①フィッセリングの講義は毎週火曜・金曜の夜でありそれ以外の

時間はある程度自由に使えたであろうこと、②麻生義輝が指摘するように、西や津田が持ち帰った書物の中には、コント

の他、当時のオランダで有力な哲学者オプゾーメルのものが含まれており、彼はコントやミルの実証主義に傾倒していた

こと（麻生, 前揭書 p.60）、③森鴎外の『西周伝』の序文で津田真道が「西はカント派の哲学を喜び、私はコントの実学

を好んだ」と述べていること（『鴎外歴史文學集』,1999, p.497）、などである。 
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以前から哲学についての断片的な知識は持っていた。しかし、それが本格化するのはやは

りオランダ留学以後である。また、西の哲学受容に関しては注意しなければならないこと

がある。西は幼尐の頃から宋儒学を学んでおり、洋学に対して熱意を示し実際にそれを学

んだ後も、思想的な基盤はあくまでも儒学にあった。これは西に限った話ではなく、幕末

から明治にかけての啓蒙思想家たちの多くは、新しい西洋の学問を紹介しながらも、やは

り儒学的な素養に支えられていたと言わなければならない。したがって、西による哲学の

受容は、それまでの儒学的な思想との対決の過程であると考えるべきであろう。『開題門』

と呼ばれる漢文断片にもそれは表れている。全集を編纂した大久保によれば、これは西が

オランダ留学中から書いていたものと推測され、本文の他に関連する附載文を数本収録し

ている。まずはこのうち「附載文二」と呼ばれる断片について考えたい11。 

 ここで問題にされているのは哲学と神学の違いである。西曰く、哲学と神学は相反する

ものである。というのは、神学はまず他から正しいことを与えられ、それを信じて、実践

に至る。それに対して、哲学は明らかなものから正しいことに至り、まずは明らかにして

から信じて実践に至るのである。故に神学は古い教えを守ることにこだわるが、哲学は日々

新しい発見して真理に近づいていく。したがって、神学は「文教未盛」の時代であればと

もかく、「人文盛興」の時代にあっては没落せざるをえないとしている。そして西はデカル

トが「疑字一訣」でもってスコラ哲学を打ち破ったことに、この文明の進歩を見る。この

ような宗教観や単純な進歩史観は今日から見れば不十分と言わざるを得ないが、西による

神学あるいは迷信と哲学の区別をもっとも適当に表している文であるといえよう。 

 さて、以上のことをふまえた上で『開題門』の本文へ進もう12。こちらでは哲学と儒学

の対比が問題となっている。西はこの東西の学問を基本的には同一のものとみる。ただし

儒学はその進歩の乏しさゆえに批判される。これは附載文二の内容とも一致する。ただし、

こちらではさらに話が進んで、哲学の中にもラショナリズム（合理主義）のような哲学に

は「宋儒」と同様の問題、すなわち独断的な思考に陥るという問題がある。西はこれを回

避するために経験的な方法が必要であるとし、「據證確實、辨論明哲」なポジティヴィズム

（実証主義）がこれに答えるとする。しばしば西はコントやミルの実証主義に傾倒してい

たと紹介されるが、それはこの記述からもうかがい知ることができる。また、神学から哲

学に至り、やがて実証主義にいたるという西の進歩的な図式は、コントの「神学時代・形

而上学時代・実証主義時代」の三段階説に近い見解であることは指摘される13。西が哲学

に見出した第一の点は、神学や儒学とは異なった真理への到達方法であった。 

 もう１つ西が哲学に求めたのは、諸学の分類と統一であった。これもまたコントやミル

の影響とされるが、一方でやはり西の思想基盤である儒学の問題も考慮にいれる必要があ

る。というのは、宋儒学の特徴として、人間と天地自然を同一原理によって結合し、倫理

                                            
11 『西周全集』 p.22 
12 『西周全集』 p.19-20 
13（小泉, 1989, p.59） 
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の根拠を天地自然のうちに求めようとする発想があるからである14。西はこのような立場

からの脱却を目指す。それは『開題門』にも部分的に表れてはいるが、帰国後に書かれ、

明治７年に公刊された『百一新論』において本格的に問題となる。この著作は日本ではじ

めて「哲学」の語が登場するものとして有名だが、師と弟子があまたの教
．
が一致する「百

教一致」という説をめぐって対話する形式をとる。ここでいう教
．
とは宗教の意味ではなく

「人道の教」、すなわちモラルの意味である。この教の意味が定まったところで、様々な教

えの道理を区別していく。例えば、儒学が説いてきた政治と道徳の混同15、あるいは日蓮

が祈りの力で蒙古の軍船を転覆させたというような物理と心理の混同はすべきでないとす

る16。ただし、これらの区別をした後、最後にこれらの統一の必要を説く。すなわち理論

的な領域において教を考える時には、人間の物理的側面と心理的側面の両方を考えなけれ

ばならない。そして実践においてもこの理論的な領域が土台にあるわけだから、やはり相

互は関連している。したがってこの両者は混同されてはならないが、しかしやはり一致し

なければならない。そしてこの一致点に哲学が置かれることになる。 

 

すべてかやうなことを参考にして心理に微し、天道・人道を論明して、かねて教の方

法を立つるをヒロソヒー、訳して哲学と名づけ。西洋にても古くより論のあることで

ござる。 

 今百教は一致なりと題目を設けて教のことを論ずるも、種類を論じたらばこの哲学

の一種ともいうべくして、子細は、もし一つの教門を奉ぜばその教を是とし、他の教

を非とすること常のことなるに百教を概観して同一の旨を論明せんとにはよほど岡目

より百教を見下ろさねばならぬことでござる。ゆえに、かかる哲学上の論では物理も

心理もかね論ぜねばならぬことにござるが、かね論ずからといって、混同して論じて

はならぬでござる。17 

 

 あらゆる教の根本には哲学があり、哲学によって全ての教
．
は岡目より概観される。これ

が西による哲学の発見であった。西によるこの宣言は、儒学も含めたあらゆる教が哲学の

元に相対化されることを意味する。絶対的な真理を誇ったそれぞれの教は、それぞれの領

域を守ることが求められ、哲学という新たな視点からの吟味が必要となる。ただしこれは

儒学の完全否定、陳腐化を意味するものではなく、新たな視点で儒学がとらえなおされる

ことを意味する18。主観と客観、物理と心理などの区別をつけながら、最終的には１つの

根本原理に統一されるという、西洋哲学の思考法はこうして紹介されたのである。西によ

る学問の統一の試みは後の『百学連環』ではさらに推し進められている。ここでは教
．
のみ

                                            
14 （井上克人,2011, p.51） 
15 『日本の名著３４』1972, p.74 
16 同前 p.105 
17 同前 p.112 
18 (蓮沼,前揭書, p.166-167) 
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ならず、数学や歴史、政治学などが百科全書的に説明される。西はここでもそれぞれの学

問がその領域を守ることが重要と注意している。ここでもやはり哲学は「ヒロソヒーの定

義は Philosophy is the science of sciences とて、諸学の上たる学なりと言へり」と定義さ

れ、諸学の統轄としての地位を与えられる。 

 西が哲学に見出したものは、確実な方法によって迷信を退け、真理に至る道程であり、

あらゆる学問分野や教えを概観する場であった。もちろん、西にとっての哲学は日本の近

代化を推し進めるという実践的な目的が関係していた。学問の統一という問題も、コント

およびその紹介者の、単に個別的な知識を学ぶだけでなく、体系的に基礎付けられてこそ

意味があるという見解から影響をうけたのだろう19。官僚として新しい国作りに携わって

いた西にとっての哲学は、今日の我々と異なり実践と大いに結びついたものであったのか

もしれない。 

 

                                            
19 (小泉, 前揭書, p.86) 
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第３章 哲学受容の問題と可能性 

 それでは西が着手した哲学の受容と紹介は、どのように広がっていったのだろうか。西

は著作の中で様々な哲学者の名前を出しているが、最も影響をうけたのはコントやミルで

あり、それは同時代の知識人も大体同じであった。明治の初期に最も読まれた哲学書はミ

ルの『自由論』であったという20。すなわち、日本で最初に流行した哲学とは、当時のヨ

ーロッパの流行をそのまま引き継いだ、英仏実証主義であったことになる。しかしそれは

一部の知識人が個別に学んだものの結果であり、学校教育の場などではまだ本格的に哲学

が学ばれるということはなかった。哲学が学校で学ばれるようになるのは、１８７７年（明

治１０年）に東京大学が設立されてからである。日本での哲学研究は大学による体系的、

組織的な教育によって本格化することになる。というのは、それまで西洋の学問を普及し

てきた啓蒙知識人は、基本的には幕府や明治政府と関係があった人々であったが、大学が

設立されたことにより、専門的な学者が育つ土壌が出来上がるのである。また、１８８４

年（明治１７年）には今日まで続く哲学の学会である「哲学会」が発足し、やがて学会誌

『哲学雑誌』も発行された。現在日本において行われている、大学での講義や学会での議

論、学会誌による論文の発表といった哲学研究の環境は、大体この時期に整うことになる。 

 我々は日本における哲学受容を一通り振り返ったことになる。幕末から明治の初頭にお

いては、それまでの蘭学では問題にされなかった、人文社会科学がもたらされた。それら

はまず幕府や明治政府と関係のあった啓蒙的知識人によって広められ、やがては大学に移

って専門の学者よって教育されることになる。そして最初に好まれたのは実証主義哲学で

あった。 

 しかし、丸山真男はこのような哲学の受容を批判する。丸山は本稿でも参照した麻生義

輝の『近世日本哲学史』について述べた小論21の中で、維新直後からの西洋思想受容の根

本的問題を指摘する。丸山はそもそも維新時代の啓蒙知識人らが哲学を学んだ１９世紀半

ばのヨーロッパの精神界が問題であったという。この時期は「ヘーゲルの壮大な体系が脆

くも崩壊して後、もはやヨーロッパは内面的支柱を失つて、ひたすら経験的＝現実的な生

活に眼を奪はれてゐたいはば哲学的不毛
、、

の時代」であった。この「不毛
、、

の時代」の哲学が

実証主義哲学なのであって、それはヨーロッパから導入した「最も精神的内面的なもの」

であるはずの哲学が「物質文明の哲学
、、、、、、、

」だったことを意味している。つまり、日本人のヨ

ーロッパ文明＝物質的という印象は特に変革されることはなかった。したがって、この時

代に受け取られた哲学（実証主義・功利主義・自然科学的進化論）は「その本来の性格か

ら云つて、国民精神を内部から
、、、、

規定し、転回させる力を持たない」とされる。だからこそ、

彼らの思想基盤であった儒学は本質的には残り続け、文明開化が一段落すると西村茂樹ら

の日本道徳論などが噴出するのである22。それ故、「我が国が真の意味に於てヨーロッパ精

                                            
20 （熊野,前揭書,  pp.18-19） 
21 丸山「麻生義輝「近世日本哲学史」（昭和十七年）を読む ——日本哲学はいかに「欧化」されたか」(丸山真男『戦

中と戦後の間』,1976, p.116 以下) なお引用の傍点は原著。 
22 明六社の中心人物であった西村茂樹が同じく明六社の社員であった阪谷素や、その他の漢学者とともに洋々社を結成
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神と対決したことはいまだ嘗てないとすらいへるのではないか」として、その受容が単に

それまでの思想と並存しているに過ぎないことを指摘する。これは後に丸山が『日本の思

想』の中で問題とする「精神的雑居」に連なる指摘である。日本における哲学が異物とし

て扱われるのも、ここに問題があるのかもしれない。すなわち、哲学は内面に浸透するよ

うには受容されておらず、その他の思想との関係も不確かなまま広まったという点である。 

 当然西もこの批判から逃れられない。まず、西はコントやミルなどの英仏実証主義の影

響下にあり、ラショナリズムを退け、経験的方法を重視していたことはすでに見た。また、

儒学のことを批判しながらも、常に哲学を儒学との比較において論じ、政治的・倫理的な

テーマとなると突然儒学的な理解が噴出する。例えば、西のいう自由や権利とは、朱子学

的な天賦人権思想を媒介として受け容れられたことは指摘される23。さらにまた、西は『百

学連環』における哲学の諸分野についての説明の中で、伝統的には哲学の中心問題であっ

た ontology（存在論）を理体論と訳し、初学者向けの説明を尐々加えて終わってしまう。

その後の名教学（倫理学）の説明の長さと比べると、実にあっさりとした扱いである。存

在論の分野が哲学に不可欠であるかはともかく、西洋的な制度をその精神も含めて受容し

ようとするならば、根源において考えるべき問題であることは間違いない。それにも関わ

らず、西はこの理体論の問題を中心に扱うことはなく、せいぜい哲学史や哲学概説的な場

面で触れるのみである。麻生はこれに対して「当時において理体（実在）の問題を攻究す

ることは実証主義の熾な時代であったから講義者も聴講者もさまで興味のある領域ではな

かったように思われる」と説明している24。もちろん、西が実践問題として哲学を研究し

ていたことは疑いえない。ただ、そのような実践への性急な対応が、制度は近代化したが

精神の近代化が果たされなかった理由なのかもしれない。 

 しかしながら、西自身は確かに儒学的な考え方を乗り越えることはできなかったのかも

しれないが、哲学によって精神的雑居を乗り越えるための道筋を見出しているのではない

だろうか。我々がすでに見たように、『百一新論』の末尾では哲学による百教の概観、根本

での一致が求められていたのであった。確かに西は儒学を批判しながらも、哲学による儒

学の改良を考えていた。だからといってこれは単なる儒学の復古を意味しない。というの

は、我々が第２章で見たように、その儒学は哲学的方法でもって鍛え直される必要がある

と考えていたからである。そのように考えれば、西が構想した哲学による百教の概観とは、

諸々の思想や学問が対決出来る場を作り出すことではなかったのだろうか。もちろん、現

実には西が求めたようにはならなかった。すなわち、我々もよく知るように、哲学も他の

諸学問と同じように一つの学科として仕立てあげられ、大学の講座の中に押し込まれた。

大学においても、哲学を学んだ上で諸学科を学ぶというような教育は、今日ではありえな

い。ただし注意しなくてはならないのは、末木が指摘するように、これは日本だけの問題

                                                                                                                                                 
するのは１８７５年（明治八年）である。ここでは急進的な洋化が問題視され、和洋の折衷主義的な道徳論が提唱された。

（麻生 前揭書 pp.235-236） 
23（井上, 前揭書,  pp.58-59） 
24（麻生, 前揭書, p.196） 
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ではないということである25。すなわち、ヨーロッパにおいても１９世紀末の特徴的な哲

学者は大学において哲学を講じてはおらず、２０世紀の哲学はこの１９世紀に大学の外で

提起された問題を、大学の中に回収していくところに成り立っている。したがって、哲学

がその題目と異なり無媒介であるのは、日本のみならず現代の哲学が抱える問題でもある。

ただし、ヨーロッパは戻るべき過去としての伝統の中に哲学が含まれるが、日本にはそれ

はない。だが、そこにこそ日本における哲学受容の可能性がある。西が日本に哲学を導入

したのはそれまでの伝統思想を残しつつも、それを新たな視点でとらえなおすためであっ

た。哲学を中心にすえた学問体系や教育などは成立しなかったが、それでも今日学問研究

で使われる方法は、単に伝統にしたがって訓詁注釈を繰り返すだけでなく、客観的方法や

語り方が求められる。これが学問の場だけでなく、日常的な議論の中にも登場するならば、

日本の政治や経済の問題を解決することに寄与するかもしれない。日本にとって哲学とは

確かに異物かもしれないし、戻るべき伝統でもない。しかし、精神的雑居を乗り越え、未

来をよりよくしていくための道にはなりうるであろう。 

 

 

                                            
25 末木文美士「日本発の哲学 ——その可能性をめぐって」（『岩波講座哲学 01』,2008, p.150 以下） 
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結論 

 紙面の都合上、議論を急いだところも、語り残したことも多い。しかしながら、これま

での議論を振り返って結論を出さなければならない。日本は当初西洋の学問を物質的なも

のを中心に受容した。しかし鎖国が終わり、国際社会に進出する時代になると社会制度や

その根本にある哲学の領域まで受容が始まる。ところが、それは本質的には蘭学の時代と

同じく、儒学的思想基盤の上に西洋の社会制度や哲学を乗せたに過ぎないと丸山は指摘す

る。だからこそ、哲学は日本にある他の様々な思想と並存し、諸学の統一という題目に反

して一分野に過ぎないとみなされるのである。しかし、西が哲学に見出したのはそのよう

な並存を１つ上に立って概観する立場であった。すなわち、自分の立場を相対化して、他

との関係のもとで眺めてみることである。その相対化のためには、自分の立場に固執する

のではなく、その根本において他の立場と一致する場所を探さなければならない。哲学と

はまさにその場所を探究していく道程である。 

 この道程は現代にますます必要とされるだろう。というのは、現代の国際化社会におい

ては、自分と異なる意見や文化を持つ人々と触れることはますます大きくなっている。こ

の時、鎖国時代のように自らの内的なものを一切動かさずに、実用的なもの表面的に使い

こなそうとするだけでは、相手と信頼を築くことはできない。やはり自らの立場を相対化

して、相手との対話の中で問題の本質を見出し、互いが活きる場所を発見しなければなら

ない。そして立場によって自らの言動が縛られてしまう日本にこそ、哲学は必要なのかも

しれない。 

 したがって、「日本における哲学の意義」を問うならば、やはりこの対話とそこに至る道

程を挙げなければならない。西は哲学によって自らが学んできた儒学と対話し、その問題

点を批判しながらも、新たな可能性をも見出した。誰しもが自らをより高いところへ導こ

うとするならば、自らが信じるものを相対化し、真理に照らしてみなければならない。そ

れは近代哲学の父デカルトが『哲学原理』の冒頭で一度はすべてを疑う必要があると述べ

るのに通じる。この哲学の始まりは、誰かに任せるわけにはいかないし、誰かに命じられ

て始めるわけにもいかない。日本における哲学の受容は確かに西周から始まった。しかし、

それをもって日本に哲学が根付いたなどと考えてはならない。西洋の哲学の歴史に対して、

日本のそれはあまりに短い。我々はまだ哲学受容の最中にいると考えなければならない。

哲学は誰の前にも開かれている。自らを相対化し、それを概観する場所を探そうとすれば、

そこに哲学は立ち現れる。人間が自らをより高いところへもたらす道を見つけ出すこと、

これ以上に意義深く気高いことがあるだろうか。 
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