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要旨
たなべはじめ

本論 1 の主題は田辺元（1885-1962）哲学の考察であり、田辺が昭和九年（1934 年）から
展開した「種の論理」に関する研究である。これは、西谷啓治が「田辺哲学の論理は弁証法
哲学史上で数多く見受けられた、
古今東西「弁
である」2 というように否定を介して進展する、
証法」と呼ばれたもののバリエーションの一つであるが、日本哲学の代表とみなされてきた
西田幾多郎（1870-1945）の哲学を踏襲している点で特異なものである。
東洋哲学を西洋哲学の言葉に翻訳し、両者を「総合して独創的な哲学体系を創造」3 する
ことが西田の狙いであったとするならば、そこから一歩進み日本人独自の哲学を最初に試み
たのは田辺ではなかろうか。勿論、これは和辻、三木といった京都学派と呼ばれた者達に共
通のことであるが、名実ともに西田の後継者である田辺に、日本人の哲学的特徴が一番最初
に表れていたと考えられる。西田の忠実な信奉者であった田辺が反旗を翻し提唱した「種の
論理」より五年前、田辺が西田を批判した論文『西田先生の教を仰ぐ』についてここでは考
察がなされるが、西田哲学が「今日の現象学の問題を粗い形ではあるが先取りしていた」4
ことを考えれば、西田と「日本の現象学研究の第一世代と呼ばれる」5 田辺との対決につい
て考察することは、現代的な問いについての解答をも含んでいよう。
西田哲学における「自覚」の概念をフッサールの原意識に対応づけるならば、
「西田にお
ける「自覚の深まり」とフッサールにおける「原意識の発生的問い」という対応関係に

あ
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る問題領域が確定されている」 と考えられるように、西田の議論は現象学的議論であり、
また「大乗の縁起思想を実在の論理としてかなり正面切って導入」7 していたことにより宗
教的議論ともなりうる。さらに『私と汝』という 1932 年の西田の作品は、ブーバーの『我
と汝』に影響を受けたわけであるが、
「ブーバーが「我‐汝‐関係」という出会いを通して、
つまり、汝との出会いを通して、はじめて「我」は、真の「我」になるというとき、我と汝
の「間」としての「出会い」が生起するための根本条件として、たえず自己中心化して止ま
ない「私」の否定が含まれている」8 と考えられるように、西田の議論には「否定」という
概念が強く効いている。
一方の田辺は「否定」を重視する弁証法を主軸に、
「世界帝国主義（類的国家）を「不可
能のもの」
、ナチス的民族を「無媒介なもの」
、国連を「形式的なもの」
、社会契約説を「抽
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象的なもの」、階級社会を「一面的なもの」
、ブーバー／マルセル的な「我‐汝」の対話哲学
を社会性の基礎づけには根本的に「不十分なもの」として斥け、いずれの不備をも克服しう
るもの」9 として「種の論理」を唱えたのである。田辺と西田は現象学と宗教という場面で
対立したわけであるが、
『善の研究』が出版されてから一世紀を経た現在、本論での結論は、
西田・田辺の絶対無の場所に関する議論に日本哲学の原型がある、ということになる。
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1．
『西田先生の教を仰ぐ』では何が批判されているのか
田辺が西田批判をなし始めた『西田先生の教を仰ぐ』
（1930 年）10 で何が批判されている
のかを取り上げ、なぜ二人が対立するのかを明らかにしてみたい。
「ある問い」に関して二
人は対立していた筈である。純粋経験を主軸に展開された西田哲学は、
「ある問い」を解決
するために発明或いは発見された筈である。その「ある問い」はなにであったのだろうか。
湯浅泰雄氏によれば、
「西田は、禅の瞑想体験において、主観と客観の分離に先立つ純粋
「純粋経験」の発想を基づける「禅の体験」は、
経験の流れ」11 を見いだそうとしたのだが、
「体験」という言葉を使ってはいるが、
日常生活で箸を持ったりパソコンでキーボードを打っ
たりする体験とは決定的に異なる体験であろう。しかし、①色を見たり音を聞いたりする刹
那の、これらが何であるかを判断する以前という直接体験、②一生懸命に断崖をよじ登る体
験、③音楽家が熟練した曲を演奏する体験が『善の研究』での「純粋経験」の具体例 12 で
あるので、異なるにもかかわらず、
「日常体験」と「禅の体験」は連続しているのではなか
ろうか。この連続性を西田哲学の特徴としてもよいであろうし、田辺が支持したのもこの連
続性の思想ではなかったであろうか。西田幾多郎は、純粋経験（1911 年）
、自覚（1917 年）
、
場所（絶対無の場所）
（1926 年）
、絶対無の自覚（1930 年）というようにその思想を展開し
てきた。そして田辺はそれに追従する形で自身の哲学を進めてきた。1910 年の田辺の論文
『措
定判断に就いて』でその追従ぶりは明らかである。その一部を取り上げるならば、
「吾人は時々物我の差別を忘れて所謂意識の流に従うて下るといふやうな有様にあること
がある。例へば春日芝生に仰臥して晴れたる碧空を無心に眺め入るときの如きはそれである。
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（中略）物と我との区別を没して、唯意識には碧空の晴空が存するのみである。
（中略）純粋
一如の経験の有様が破れて、知覚といふ差別二元の認識の状態に入つたのである。一般に諸
種の感覚、寫象が意識せられてもそれは必ずしも知覚となるのではない。吾人が特に之に注
意を向けぬときには単に純粋経験の有様で意識を向けると、此純粋経験の状態が分裂して感
覚的寫象は自我と区別せられて客観的対象として措定せられる。予は此作用をリールに従い
て措定判断と名ける。
」13
である。
『田辺元全集 第一巻』の冒頭に取り上げられたこの論文は、田辺が二十五歳のとき
のものであるが、西田そのものである。また、
「此様にして措定判断から進む認識論は主観的観念論の立脚地でなくして客観的観念論で
あるといふことが分る。認識は意識に於て成立するが、其意識は我が現在の主観的な意識で
なく、過去と未来とを没して永久の現在であり、自他の差別を超越した純粋一如の経験であ
る。実在は畢竟之を外にして求むべきではない。
」14
というように、院生であった 1910 年から、西田の後任として京大教授になりさらに 1930 年
まで、この追従の立場は変わることがなかった。
では、いかなる理由で田辺は西田を批判することになったのであろうか。
『西田先生の教を仰ぐ』という論文で田辺が西田を批判した点は三つある。
①絶対無の場所に関して
②歴史の非合理性に関して
③西田のフッサール、カント解釈に関して
である。以下①に関して考察してみたい。

2．絶対無の場所に関する議論
ここでの田辺の主張は、哲学は具体的なノエシス的限定というべき内的生命の流れをその
最後のものとすべきである、ということである。
1930 年に西田は意識の本質を自覚としたが、西田のいう「自覚」には宗教的「悟り」と
いう意味も込められていよう。西田によれば自覚とは自己が自己の内に自己を限定すること
である。この自覚の意義は自己を無にして自己を観ることによって完成する。自己を失うこ
とが真に自己を得ることになる。これに対して田辺はこのようにいう。
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「併しながら哲学は果して斯かる宗教的自覚を体系化することが出来るものであらうか。
体系は最終の具体的者、絶対的全体者を、単に求められたものとするに止まらずして与えら
れたものとして予想する。斯かる最後のものを基体とするのでなければ体系はその終極原理
を有つことが出来ない。
」15
西田は 1911 年の『善の研究』の時期からすでに、
「学問道徳の本には宗教がなければならぬ、学問はこれに由りて成立するのである」
（p.56）16
「善を学問的に説明すれば色々の説明はできるが、実地上真の善とはただ一つあるのみで
ある。即ち真の自己を知るというに尽きて居る。我々の真の自己は宇宙の本体である。真の
自己を知れば啻に人類一般の善と合するばかりでなく、宇宙の本体と融合し神意と冥合する
のである。宗教も道徳も実にここに尽きて居る」
（p.206）
「世には往々何故に宗教が必要であるかなどと尋ねる人がある。しかしかくの如き問は何
故に生きる必要があるかというと同一である。宗教は己の生命を離れて存するのではない、
その要求は生命其者の要求である。発するのは自己の生涯の真面目ならざるを示すものであ
る。真摯に考え真摯に生きんと欲する者は必ず熱烈なる宗教的要求を感ぜずにはいられない
のである。」（p.213）
と記している。
1930 年、『一般者の自覚的体系』で西田は、宗教的体験そのものの立場と哲学的反省の立
場を厳密に区別し、その体系の最後となる絶対無の自覚は宗教的体験に属するものであると
する。そして、絶対無の自覚のノエシス的限定である内的生命の体系を哲学の属する最後の
ものとする。
西田と田辺の主張は一見同じものである。ノエシスで発見した流れ、が哲学の扱うものな
のである。しかし、田辺は西田に対し根本の疑問を抱くことになる。それは西田のいう「体
験」は絶対無の自覚に裏付けられたものであり、最後の一般者が求められたものとしてだけ
ではなく、与えられたものとして存在してしまっているからなのである。
ここで一つの問題点が挙げられよう。西田が『善の研究』から考えていた学問一般から宗
教への連続性を 1930 年まで田辺は承認し続けてきた、ということである。西田哲学が宗教
と連続していることは既知であった筈だ。なぜ、急に批判を始めたのだろうか。
田辺の詳細な批判は以下のようなものである。
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⑴ 西田のいう
「場所」
は、
自発的に自己を限定するものではない筈である。逆に限定によっ
て初めて「場所」は「場所」として現れる筈である。
「勿論我々に対して先なるものが本質上後であり、我々に対して後なるものこそ本質上先
であるといふ意味に於て、場所は限定に由つて場所として我々に現れながら、本質上は限定
に先だつといはれる。併しそれにも拘らず、その時限定に先だつといはれるのは場所の
Dasein であって Sosein ではない。Sosein に関しては場所は限定に由つて始めて場所となる
のである。
而して場所が場所自身を限定する自覚を哲学の原理とする場合に問題となるのが、
場所の単なる Dasein でなくして Sosein であることは疑はれない。然らば場所は限定に由つ
て始めて場所となるので、限定と独立にそれに先だつてこれを限定するものとして場所を考
へることは出来ぬであらう。
」17
“Sosein”は主観を、
“Dasein”は客観を意味すると解釈することもできようし、詳細に語
れば、“Sosein”は意識されざる認識主観であり、
“Dasein”は意識された認識主観、もう少
し言えば、
“Sosein”は意識する自己であり、
“Dasein”は意識される自己のことである 18。
ここでは“Sosein”とは、すなわち「ありよう」
、
「そうあるべき」つまり「理想」を意味し、
“Dasein”とはつまり「直接的で具体的な存在」を意味する、とまで言ってよいであろう。
絶対無の場所はカントの文脈で語られたような理念でしかない、
と田辺は解釈したのである。
西田哲学は、純粋経験が発展したものを神とし、これを人間が獲得したときのものを善と
し、さらに直観と反省を生む、創造作用の根源である「自覚」という概念を想定し、加えて
西洋の有の哲学を「於て有る」とし、
この「於て」に「場所」という概念を当て、
これをもっ
て無の哲学として展開させた。そして、一般が特殊を包むという包摂関係に注目し、意識は
この包摂関係を映す「場所」であるとした。例えば、
「りんごは赤い」などの命題に見られ
るように、述語方面（赤い、という一般）に「場所」を想定し、それを見ることで直観が動
くと考えた。進んで、
『一般者の自覚的体系』では「場所」から立ち上がってくる一般者を
想定したが、田辺はここで疑問を感じたのである。
西田哲学の旨みは連続性にあるのではなかろうか。聖と俗の連続である。田辺が西田に感
じた弱点は当時の政局という外的要因が発端で、そこから論理的弱点を西田に見つけようと
した、とも仮定できる。そして、西田を批判した結果、理念と現実との断絶が「種の論理」
で田辺に生じてしまうことになり、田辺はこの点に以後、1941 年まで苦心することになる。
⑵ 西田は「場所」を、限定を限定するために与えられたもの、とさえした疑いがある。
「場所が自己自身に含まるゝ限定の原理に由つて、自発的に限定をなすとは言はれぬであ
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らう。換言すれば場所は限定を反省する反省の求める所のイデー（カントの理性批判の意味
に於ける）であつて、限定を限定する為に与へられたものではないといはなければならぬ。
或はこれに対し、先生の説かれる場所は無の場所であつて有の場所でないから、Dasein の
外に Sosein の求むべきものは無いともいはれるであらう。実際宗教的自覚に於ては斯かる
最後の一般者が所謂随所に主となる我として現前するのであらう。
（中略）併しこの此時体
験せられる最後の一般者は洞山の麻三斤や趙州の柏樹子に於ける如く、全く特殊のノエマに
由つて象徴表現せられるだけであつて、哲学の要求する如くノエマを包むノエシスを超えた
最後の一般者として場所的に自覚せられるものではない。ただ反省を超えた大用の現前に尽
きるのである。
」19
上田閑照氏は田辺のこの論文を評して「田辺の西田批判の趣旨自体は、このかぎりにおい
ては、明確であると言えよう」20 と述べたうえで、四つの問題点を挙げる。
㈠西田のいう「絶対無の場所」は田辺が批判する意味での与えられた絶対者ではない。
㈡しかし西田の「場所」には田辺の批判を呼ぶようなところがないとはいえない。
㈢田辺にとっての「現実」は反価値と歴史の非合理性に深くかかわっているが、西田の「絶
対無の場所の自己限定」は田辺の言う意味での「現実」ではない。
㈣田辺の「現実」は最後には歴史的現実に対する哲学の全き非力を懺悔することになる。
上田氏の主張はこういうものである。
「絶対無の場所」は「絶対無」というものとして主語的に与えられたものではなく、そも
そも「場所」という考え方自体が対象化されえない方向として述語の方向で出されたもので
ある。「絶対無の場所の自己限定」といっても「絶対無の場所」というものが自動運動的に
自己限定しつつ、それが絶対者の発出流出になるようなものではない。場所に「於てあるも
の」の相互限定が、
それを媒介する「於てある場所」の自己限定なのである。したがって「絶
対無の場所」は単にすべての動を包む絶対の静なのではなく、動即静、静即動であり、田辺
が批判するように一面的に「絶対の静」として単に「弁証法的なるものを絶対に止揚する」
ものではない。西田自身の脈絡からすると田辺の西田批判は当たっていないと言わなければ
ならない。
筆者には上田氏による批判は正しいように思われるが、田辺がこの批判を聞いたとして、
ではこれで全てが解決するであろうか。
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⑶ 田辺の考える「哲学」から言えば、西田の「絶対無の自覚の場所」には具体性がない。
「然るに哲学の立場から絶対無の自覚の場所が思惟せられるときには、それより具体性を
減じた被限定的存在を包み、それの自己自身に由る自覚的限定として此等が理解せられる如
き、最後のものとして定立せられるのである。それは斯かるものとしての Sosein を有する
のでなければならぬ。即ち、それの自己限定としての終極的なるノエシスより、更に抽象限
定に由つて、内的生命に裏付けられた広義の行為的一般者表現的一般者以下の諸段階の一般
者と、それに於ける存在とが、その必然的なる内面的秩序に於て了解せられたものでなけれ
ばならぬ。
」19
西田の思想を西田哲学と呼び始めた者は左右田喜一郎であるが、それは論文『場所』以後
のことである。小坂国継氏によれば、
「この論文によって、ようやく西田本来の思想があら
われてきたということを示している。あるときはジェイムズやベルクソンの名を借り、また
あるときはフィヒテやヘーゲルの名を借りて自分の思想を展開しながら、結局どの思想にも
満足できなかった西田は、ようやくこの「場所」の論文によって、永年いだいていた自己固
『場所』が発表されたのは 1926 年であり、
有の思想を論理化する端緒を開いた」21 のである。
田辺がヘーゲル研究として『弁証法の論理』を発表したのが 1927 年であった。こまかくい
えば、『場所』が世に出た頃にはすでに田辺の西田批判が芽生えていたのではあるまいか。
西田の思想が西田哲学と呼ばれ始めた頃には田辺は西田から離れていたことになろう。する
と、厳密には田辺は「西田哲学」を継承していることにはならない。
⑷「絶対無の自覚の場所」は発出論である。
「これは正にプロティノスの一者から順次に drei Hypostasen が思惟せられたのと軸を一
にするものではないか。唯相異る所は後者に於ては思想にノエマ的傾向が勝つに反し、前者
に於てはノエシスの超越といふ先生独特の深き思想が其基調をなす点にある。併し如何にノ
エシス的超越といふも、之を絶対無の自覚の場所とし、その自己自身に由る限定としての諸
段階の一般者とそれに於ける存在とを思惟するならば、それは一種の発出論的構成たるに於
て、プロティノスの哲学と軸を一にするものといはなければなるまい。
」19
⑸「絶対無の自覚の場所」は哲学それ自身の廃棄である。
「斯くいふも固より私はブレンタノと共にプロティノスの哲学を全体的に貶せんとするも
のではない。況や更にノエシス的に深められた先生の思想の特徴を無視せんとする者では勿
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論ない。唯私の疑ふ所は、哲学が宗教哲学（プロティノスの哲学を宗教哲学といふ意味に於
て）として、最後の不可得なる一般者を立て、その自己自身に由る限定として現実的存在を
解釈することは、哲学それ自身の廃棄に導きはしないかといふことである。
」19
⑹ 西田哲学は現実に立脚していない。
「斯かる立場は、飽くまで現実に立脚してその生ける地盤を保持し、その地盤に即した極
微的課題的ノエシス化、精神化主観化乃至自覚を求めることの代りに、既成的に自覚せられ
たる諸段階の一般者の累層構成を以て哲学となすことになりはしないかといふのが私の疑で
ある。」19
⑺ 哲学の宗教化は諦観である。
「最後の一般者に由つて諸段階の存在が超越的ノエシスに収摂せられると共に、非合理的
現実も単なる影の存在となり、行為も観念的生産に化することを免れない。斯くて現れるも
のは一切に対する諦観に外ならないのである。私は哲学の宗教化が必然にこれに帰着するこ
とを思はざるを得ない。
」22
田辺のいう現実とは、形式性、抽象性に対極する具体的、総合的なもののことであるが、
細谷昌志氏は「田辺のいう現実は、ヘーゲルよりもむしろキェルケゴールの実存ときわめて
近い」23 と指摘する。
⑻ 知（宗教）と愛知（哲学）は相関的関係でなければならぬ。
「哲学が宗教的真理をその内容とする場合には、それは最早 philosophia でなくして sophia
で あ る。 そ れ は 既 に philosophia と し て の 哲 学 の 廃 滅 で な け れ ば な ら ぬ。 固 よ り 愛 知
philosophia は知 sophia を予想する。併しそれは先生がアウグスティヌスを引いて述べられ
た自愛と自知との関係に於ける如く、同時に愛知が知の内容を規定するのである。愛知とい
ふとき、知は単に愛知に由つて求められるべき目的として進行の行手に前提せられるのでは
ない。既に愛知は極微の知として知を自己の内に含むのである。知は愛知と独立に存するの
でなくして、愛知に由つてのみ実現せられるのである。愛知は知に由つて規定せられると同
時に、知が愛知に由つて規定せられる。其関係は正に雙関的でなければならぬ。
」22
檜垣立哉氏は、田辺のこの批判を「きわめてまっとうな「批判」としての機能を果たして
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いるようにおもえる」24 としている。檜垣氏の主張をまとめるとこのようなものになる。
田辺の西田批判を、その最初のものである『西田先生の教を仰ぐ』から見ていくかぎりで
は、それは感情的であるどころか、きわめてまっとうな批判としての機能を果たしている。
第一に田辺の西田批判は的確に西田の論の難点をあぶりだしている。それは西田の問題その
ものをとりだす役割を果たしている。第二に西田の側からの反応がある。西田は田辺の批判
を受けとめ自己の理論の展開を図っていく。だがそれは田辺の意見にしたがったというので
はない。西田は田辺の批判を引き受けながらも、なおそこで自身の哲学の姿勢を田辺とは別
のかたちで際立たせていく。問題の所在を明らかにし、両者の姿勢の相違を鮮明にさせる力
を、田辺の批判はもっていた。
では、田辺は西田の何を批判したのか。田辺は西田の「絶対無」という発想を批判するの
である。西田の議論はノエシス的方向に展開されながらも、それ自身は語りえない「一者」
からすべてが階層的に「発出」する一種のプロチノス主義ではないか、と田辺はいうのであ
る。また、西田が場所論の極限に「絶対無」を設定してしまうことは、あくまで意識を流れ
や行為に根付かせる、その意図を最終的に裏切るものではないか、つまり「行為」の動的な
働きを抹消してしまうのではないかというのである。もちろん西田が「絶対無」を語るのは
流れの無限性の「場所」を確保するために、その極限に要請される事態であることは田辺も
よく了解している。田辺にとっても、イデーの領域を想定することが「絶対無」の発想と重
ねあわされている。しかし、西田はこうした「理念」を「直接に与えられるもの」として考
えている。だが、
田辺にとってはそれは「予想」され「無限」に求められるものにすぎない。
それゆえこうした、予想されるだけの理念である「超歴史」はあくまでも「相対的な歴史」
の側からしか語れないというのである。だから両者においては、結局はどちらから語るのか
ということが問題となっているのではないか。田辺は、西田が流れを見いだしていく探求の
根底に描いてしまう「絶対無」の「直接性」からは哲学の言葉は語れないというのである。
筆者が知る範囲ではあるが、檜垣氏の主張は、田辺の西田批判に関して西田を支持する見
解が多いなかでめずらしいものである。永井均氏も多くの批判と同様に「田辺の答えがそう
であることは、それでかまわない。だが、そういう観点から西田の哲学を批判できると思う
なら、それは西田哲学の肝をまったく理解していない批判だと言わざるをえない」25 と述べ
ている。
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⑼ 自覚とは自己が無になることである。
「先生の思想の最も深きものが教へる如く、自覚とは自己が無になることであらう。真に
生きるとは死することでなければならぬであらう。而も反面から考へるならば、死する為に
は生がなければならず、自己が無になる為には先づ自己が有らねばならない。ただそれと同
時に、生くることは死することであり、自己が自己となることは即ち自己が無になることで
なければならないのである。
」22
西田は 1930 年に『無の自覚的限定』で、実在と考えられるものは、その根底にどこまで
も非合理的と考えられるものがなければならない、我々はどこまでも自己自身を対象的に見
ることができない、と述べたうえで、自己に於いて自己を対象化する我々の自覚的限定と考
えるものを一般者と考えることによってこの矛盾を解く、という。論理から自覚を語るので
はなく、自覚から論理を語るのである。
⑽ 弁証法は相関的でなければならない。
「此存在の奥底に横はる所の自己否定的即ち弁証法的なるものが、我々の反省自覚を凡て
弁証法的ならしめるのであつて、その反省の規定が雙関的でなければならないのもこれに由
るのである。然るに宗教的自覚はこの弁証法的なるものを絶対に止揚する所に成立する。そ
れは生きながら死することであり、自己が有りながら自己が無いことである。否完全に死せ
るが故に完全に生き、全く自己が無なるが故に一切の有が自己なる如き境地といふべきであ
らう。ここ此処に於ては雙関的規定といふ如きことを容れる余地はない。何となれば規定す
るものも規定せられるものも無い絶対一如の立場だからである。私は宗教に関して語る資格
の最も乏しき者であるが、想ふに宗教の立場といふのは此の如きものではあるまいか。西田
先生が絶対無の自覚と呼ばれたのは斯かるものであると思ふ。
」22
さて、対立における否定こそが田辺の「種の論理」では大きな役割りを演じることになる
のだが、私を否定することが無私性であり、また、縁起の根本思想は否定的絶対媒介である。
何ものかについての意識、すなわち志向を執着とみなすならば、執着の断除を追求すること
が無私への道である。無碍は無媒介ではなく障碍を媒介として成立する。障碍し合うことが
同時に無碍であり無碍が同時に障碍である。現実というものがすべて否定を媒介として成り
立っている。この意味で西田でも否定性という概念が前提として欠かせなかったし、加えて
西田も弁証法を使用した。西田、田辺では「否定」と「弁証法」そして「絶対無」という言
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葉はストレートに接続していた。
家永三郎氏はこのように述べている。
「田辺が弁証法に移行するに当って、もっとも警戒したのが、全体や必然の陥穽に足をす
べらさないようにすることにあったと認められる、と私は考えるものであるが、その田辺が
どうしてあれ程に易々と国家的存在の論理などというところに到達してしまったのであろう
か。」26
⑾ 哲学と宗教とは其本質上合一すべからざるものである。
「若し果して然りとするならば、哲学と宗教とは其本質上合一すべからざるものといはな
ければならぬ。何となれば、宗教は凡ての動を包む絶対の静であるのに対し、哲学は飽くま
で静を求むる動だからである。前者は凡ての動を静化する立場であるのに反し、後者は却つ
て静を暫定化して常に動に転ずる立場である。Dasein の上からいへば哲学にも宗教と同じ
静が予想せられる。併しその静は宗教に於て Sosein 的にも ein für allemal に絶対的に現前
するに対し、哲学に於ては Sosein 上常に暫定的なるものとして、無限に転化せられる動の
契機たるに止まらなければならぬのである。
」27
田辺の関心は 1927 年に『弁証法の論理』を発表して以来、急速にヘーゲルへと向かうこ
とになったが「この転回の背景にあったのは、マルクス主義への対抗という課題」28 であっ
た。「弁証法とは何かを問い進めていく過程で、田辺は同時に西田哲学の不十分性をも意識
するようになったのであろう」29 という藤田正勝氏は述べる。
筆者が解する範囲内でのマルクス主義における弁証法的唯物論は、意識に対する物質の根
源性を主張し、人間の意識、つまり感覚、思考、感情、意思など人間の心理の様々な働き全
体が物質的基礎をもっていることを特徴とした。意識は高度に組織された物質である人間の
脳髄の働きであり、人間の脳が生み出したものも、結局はやはり自然の産物なのであり、そ
の他の自然の連関と矛盾しないで照応する。脳なしの思考といったものはありえず、肉体と
魂の関係といった問題にも容易に決着がつけられる。つまり、人間のいっさいの意識が肉体
の一部である脳の働きである以上、肉体を離れ、あるいは肉体が亡んだあとの霊魂といった
ものがありえないことを弁証法的唯物論は主張した。しかし、意識は物質と同じものではな
く、意識は物質の働きであり、物質そのものではない。そして、人間の脳の発達はたんなる
生物学的進化の結果ではなく、労働、ついでそれとともに言語が人間の脳髄を完全にする。
すなわち、人間の意識、その器官である脳は、
「たんなる生物学的進化の産物ではなく、労
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働と言語によって、つまり人間の社会生活とその歴史のなかから生み出されたもの」30 なの
である。
田辺哲学で登場する「絶対否定的媒介」という概念（
『種の論理の意味を明にす』
（1937 年）
で詳細に論じられる）は、個人が民族国家を絶対否定的に否定することにより肯定するとい
う意味合いで使用される。ここには田辺が使用した「一切衆生皆罪人」という言葉に象徴さ
れる宗教観が働いている、という服部健二氏はこう述べる 31。
個と種の、また種同士の対立抗争、そこに働く権力意志という非合理性の自覚、これが必
要であるというのが「一切衆生皆罪人」です。田辺は 種の論理を、種としての国家を中心
に展開していますから、田辺を当時の時節にかなった国家主義者のようにみなさんは考えら
れるでしょう。田辺は、浄土真宗の創始者親鸞が自分の父母のために念仏を唱えたことは一
度もない、万物すべて仏になるからすべてが父母兄弟であり、そのために念仏をとなえるの
だ、ということを持ち出して、それが「絶対否定的媒介」で「人類」だと説明しています。
個は自分の父母という母胎のために、つまり自分が属する種的民族国家のためにではなく、
万物すべてのために、普遍的な人類のために行為するということになります。我性としての
個人は死んで、人類的個人として民族国家において生きるということになるでしょう。
田辺は宗教を否定していたわけではなく、1934 年から展開される種の論理存在論において
仏教概念さえ使用している。1
⑿ 宗教的体験は超歴史的であり、無限に求められるイデーに外ならない。
「換言すれば宗教的体験は超歴史的であり、哲学的反省は歴史的相対的である。固より歴
史的なるものは超歴史的なるものの上に成立し、相対的なるものを予想する。併し契機とし
て現るゝ絶対的なるものは単に微分的に止まり、その全体はたゞ之を媒介にして求められた
ものたるに過ぎない。歴史的なるものの基底として予想せらるゝ超歴史的なるものは、たゞ
歴史的なるものの方向の中に含まるゝ微分であつて、後者を通じて無限に求めらるゝイデー
に外ならない。然るに哲学を宗教化することは此の区別を没し、単に極微の方向動性として
でなく積分的全体として、超歴史的絶対的なるものを体系の principium とし、その限定に
由つて歴史的相対的なるものを秩序付け組織することに帰着する。
」
「私が西田先生の哲学に
対して懐く根本の疑惑は此点に関するのである。
」27
歴史という観点に関して、鈴木享氏の見解をまとめてみればこのようなものである 32。
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西田は自己の哲学を単なる宗教哲学と受け取られることを極度に嫌い、あくまで実在的世
界の論理構造を明らかにすることを企図した。我々が宗教心をもって世界に対するというの
ではなく、実在的世界の根本構造が超越性を包んでいるからこそ、人間に宗教心が起こって
来ざるをえない理由を論理的に明らかにしようとする。
西田哲学は個物の論理であり、我 ‐ 汝関係が成り立つのは、その裏にある絶対否定即肯
定としての場所的構造によってである。その中心は、第一に個物と普遍の関係の論理である
が、特殊の論理的な位置が明らかにされていない。第二にそれは個物と一般者との本来ある
べき構造ではあっても、同時に現実におけるその根本方式からの離脱形態つまり自己疎外態
についてはほとんど触れられていない。現代哲学の少なくとも一つの重要な問題は、根本的
な本質からの頽落の意識と本来的自己の取り戻しの思想であり、実存思想とマルクス思想は
共にその代表的な哲学である。田辺が当時のファシズムの台頭に対して闘うことなく、本来
「種の論理」が階級の論理を含むべきなのに、むしろ当時の民族主義や国家主義を基礎づけ
る論理としてこれを捉えた。田辺が種のカテゴリーを強調し、それを含んだ論理を築いた功
績は大きく評価するけれども、彼の絶対媒介の論理を認めることはできない。彼は不実、不
一、不逆の根本構造を見ることができず、無限と有限との間に絶対媒介を持ち込むが、本来、
有限によって媒介されるような無限は真の無限ではありえないのである。
（これは務台理作『場所の論理学』についての論文
また、中里巧氏はこう述べている 33。
であるが、
「場所」全般に関する批判としてきわめて的確であり、細谷昌志氏の「田辺のい
う現実は、ヘーゲルよりもむしろキェルケゴールの実存ときわめて近い」という記述 23 を
踏まえれば、務台を田辺に置き換えてもその趣旨は変わらないと思われる。
）
「『場所の論理学』において務台がしばしばキルケゴールを引用しているのに、気づく。死
を自覚することによって真の生き方を思索しようとした、
そうした務台にとって、
キルケゴー
ル思想における実存しつつ思索するという態度や人間の自己をめぐる概念規定のうちに、共
感する要素が多くあったのだろう。
（中略）キルケゴール思想において「罪」が意味してい
るのは、務台の用語を使って表現するなら、絶対的に「対応」しないということに他ならな
い。（中略）キルケゴール思想は、徹底して対応など有り得ない、という体験およびこれを
支える北欧的土着性から出発しているのである。務台は、フッサールの志向性理論における
ノエマ = ノエシス関係をも、しばしば引用しているけれども、キルケゴール思想と志向性
理論とは、根本的に主張の異なるものだと思う。キルケゴール思想の観点から言えば、ノエ
マ = ノエシス関係は実際には人間の営みにおいて破綻しているのであって、そういう根本
経験が、
かえってキルケゴールを実存と思索との緊張関係へ突き動かしていったのであった。
（中略）

─ 97 ─

務台がこの論理学を構想したときその心中にあった理念は、あえて大胆に言うなら、絶対
無を基層とする自然有機体論のようなものだったのではないか。絶対無という究極を基層と
したために、結局のところかえってすべては無矛盾に親和的に関係し合うような色彩が、
偏っ
て強く打ち出され過ぎたのではないか。務台が同一や対応という言葉を前面に掲げている点
などは、これを裏づけていないだろうか。こうした実質的に無矛盾で等質な世界観は、戦後
様々に暴露されていった戦争における人間の悲劇や残酷さといった、いわば個体相互や世界
との関係との関係の破綻という出来事に直面して無力であると、一般に感じられたのではな
かったか」
筆者の推測であるが、田辺は上記のマルクス主義、実存主義からなされるであろう批判に
応えられなかったのではないであろうか。1941 年（昭和 16 年）から 1946 年まで田辺は哲
学論文を全く発表していない。
理論面から田辺を検討している中岡成文氏はこのようにいう。
「避けたい先入観は、種の論理を（多少とも全体主義的な）国家哲学ないし国家神学と理
解した上で、それを田辺哲学のいちばん中心的なメッセージと決めてかかることである。た
しかに田辺自身、種の論理を国家存在の論理と規定してもいる。しかし、人類的国家（類）
と個人（個）とを媒介する種は、理論上は必ずしも民族国家でなくともよく、かたやマルク
ス主義のいう階級でもありえたし、
かたや当時の大東亜共栄圏思想のいうような国家連合
（ブ
ロック）でもありえた。
」34
氷見潔氏のきわめて厳しい批判もある。
「しかし、現実には、彼は、近代日本の支配的イデオロギーの呪縛から解き放たれること
なく、「単一民族国家」のアプリオリに則ったままで、国家というものにかけがえのない意
味を与えようとした。その思考方式からすれば、種の強固な統一を根拠づけ、従ってまた国
家の統合性を表現するのに絶大の効力をもっている。天皇制に対する讃辞以外のものは、出
てくることができなかったのも当然である。類的普遍に基づく国家の理念の「御体現」とし
て天皇の存在を称える議論は、元来合理主義たるべきであった田辺の哲学思想の帰結として
は、余りに無残なものであったというべきではあるまいか。それを思うとき、
「八紘一宇」
とか「東亜建設」とかの語についての田辺の哲学的理解の試みも、私たちの目には、全く空
しいものとしてしか映らない。明らかにそれは、卓越した統一性を誇っているものと看做さ
れた一個の種が、他を吸収合併して自己拡張を遂げてゆく、ということに対する、彼の賛意
の表明以外の内容を含んではいないのである。
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こうして、自らの主観的制約のゆえに、合理主義的思考を日本国家に対する是認と称賛と
のために犠牲に供してしまった田辺の国家哲学は、次第次第に自らを進退きわまるところに
まで追い込んでゆくことになった。戦局の劣勢化とともに、田辺の内にこの誤りに対する認
識が生じてくることは不可避であった。そして、余人の想像を絶する、激しい内面的苦闘が
展開されてゆく。
」35

3．結論
田辺と西田が共通に問題にした「ある問い」とは、世界の原理（と呼べるようなものであ
る底、すなわち流れ、内的生命の流れ）にさらに底（絶対無の場所）があるとして、そこか
ら演繹される思考がはたして決定根拠足りうるか、という問いである、と筆者は結論づける。
それに対する解答は、西田では肯定、田辺にとって否定すべきもの、なのである。西洋では、
宗教は宗教として、哲学は哲学として成立しているのに対し、日本人である田辺が徹底的に
こだわったこの点に日本人の哲学的特徴が見いだされる。
（
「西洋」という概念を「東洋」に
置き換えたとしても「日本」という特徴が浮き彫りになることは同様である。
）
勿論、ヨーロッパ哲学にも宗教との対立はあったわけで、日本人の哲学的特徴と呼び得る
のか、という疑問も湧こう。江戸時代 36、そして日本人最初の哲学者であった西田幾多郎迄
が宗教との合一を目指したのに対して、田辺が宗教への批判を通じて哲学を展開した、とい
う意味において、日本哲学の特徴の一つが田辺に最初に表れた、ということである。
日本人哲学者の多くの者がなしてきた、無意識の領域のレイヤー 37 に関する議論で田辺
による西田批判の誤りを指摘する、という議論の方向性がある一方で、マルクス、実存主義
者による、現実に直面したときの無力さという感覚で田辺を批判する、という議論の方向性
があった。田辺による西田批判は外的（政局）要因によるところが大きく、内的（理論的）
要因の必然性を見いだすことは困難である。
紙面の都合によりいくつかの問題点が残されてしまった。否定に関する問い、さらに田辺
が 1931 年『ヘーゲル哲学と絶対弁証法』で取り上げた身体性の問題である。西田哲学とは
異なった形での身体論は、社会存在としての身体という様相であり、現在の臓器移植に関す
る諸問題に直結するものとも思われる。また「種の論理」の「種」という言葉からは種子が
薫習されていく、という連想が働くように、田辺哲学では社会性が重要視されたが、これは
「種の論理」の後に展開される「懺悔道」においても同様である。
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註
1

本論は田辺元「種の論理存在論」に関する研究である『環境と歴史 ―気分論⑴～⑻― 』（東
洋大学大学院紀要第 39 集～）の続編となる。また、『環境と歴史』は『欲望と科学』（東洋大
学大学院紀要第 35 集～ 38 集）の続編である。
気分（雰囲気、時代の空気）ということに関する事態としては、以下の事例をまず挙げて
みたい。
①知花くらら氏（1982 年生。上智大卒。2006 年ミス・ユニバース世界大会二位。モデル、
タレント）の発言。

「私のじいちゃんは沖縄戦の体験者です。私は 18 歳まで那覇で暮らし、よく行き来してい
ましたが、一度もその話をしたことはありませんでした。子ども心に、話したくない雰囲気
を感じ取っていたからです。ニュース番組のリポーターとして二年前、初めて話を聞きました。
慶留間島出身のじいちゃんが、米軍上陸を経験したのは 15 歳の時。3 つ上の姉と山に逃げて、
防空壕で自決しようとしたそうです。でもできなくて、ヤシの葉をひも代わりに、木に首をつっ
て死のうとした。「死んではいかん」。結婚する前のばあちゃんがたまたま見つけ、その言葉
で正気に戻ったと言います。
初めて聞く話に衝撃を受け、涙がぽろぽろ出ました。カメラが回っていないところで尋ね
ました。
「なぜ自決まで覚悟したの」。じいちゃんはこう言いました。「いくさの空気だ。その
ときの時代の流れだ。それで、人の気は狂うんだ」
時代の空気に流されるのは怖い。みんなが嫌だと思っていても、時代に流されたら戦争に
なり、自ら命を絶つところまで追い詰められる。でもそのことは、私の同世代には伝わって
いません。大学時代、講義で「手榴弾」という言葉が出たときに、隣の女の子に「手榴弾っ
て何？」と聞かれ、ショックを受けました。彼女が知らなかったら、彼女の子どもたちはもっ
と知らないことになる。
じいちゃんの話を聞く一年前、私は米国で開かれたミス・ユニバース世界大会に出場しま
した。そこでも、戦争を身近に感じる出来事がありました。（中略）イスラエルとレバノンの
間で戦争が始まったというニュースが飛び込んできました。レバノンの子は「国に帰れるか
どうかわからない」と。私は、彼女が自分の国の事情を、きゃしゃな肩の上に背負っている
ことにびっくりしました。そして、みなが自分の国について堂々と意見を語ることにも。多分、
普段からいろいろと議論しているのでしょう。（中略）そもそもミス・ユニバースへの応募は、
選ばれればチャリティーに参加できるという理由からでした。母は、地位やお金はあっても、
それを自分のためにしか使わない人に厳しかった。「その影響力でいろいろなことができるの
にね」
。私はそう聞かされて育ちました。（後略）」
（2009 年 8 月 25 日、朝日新聞夕刊、17 ページ）
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②また、2011 年 9 月に講談社ノンフィクション賞を受賞した映画監督の森達也氏（56）の
発言も本論での問題意識を明確にするために挙げておきたい。

「教団の内側に視点を移して撮影した自作のドキュメンタリー映画「A2」の中に、こんな場
面がある。松本サリン事件の被害者である河野義行さん宅に、事件にはかかわっていないオ
ウム幹部が謝罪に出向く。カメラの前にさらけだされたのは、謝罪の仕方がわからない幹部
の姿だ。
多くの人に、その程度の反省しか持ち合わせていないと解釈された場面だった。でも僕が
描きたかったことは少し違う。確かにお粗末ではあるけれども、そこに提示される信者の実
相は、世間一般が想定する邪悪さや凶暴さとは異なり、一途に信仰を選択した結果の不器用
さと浮世離れだ。
同時に、サリンを散布した理由が本当にわからないうちに、彼らも謝罪にリアリティーを
持てないという現実だ。（中略）信者たちのほとんどは善良で純朴だと僕は確信している。東
京拘置所で接見した幹部信者も同様だった。この純朴さが残虐行為へと転換するメカニズム
を、洗脳やマインドコントロールなどの安易であいまいな言葉を使うことを拒絶しながら、
僕らはもっと必死に思考せねばならない。それは、オウムだけに突出する現象ではないからだ。
オウム事件以降、他者への寛容さを失った日本は、そのまま 9・11 以降の米国に重複し、
パナウェーブで狂奔しながら拉致問題で憎悪と排斥感情をむきだしにする現在へと直結する。
オウムによって喚起された過剰な危機管理意識は、仮想敵を見つけて先制攻撃を繰り返し
ながら、充足することなく更に肥大する。
主語が「私」という単数から「我々」という複数に変わるとき、善意や正義は憎悪や攻撃
性に容易に転換する。オウムもアルカイダも米国も、すべて構造は同様だ。（中略）過剰な免
疫システムは自己を破壊する。僕らのこの無自覚な思考停止が、何よりも危険なのだ。」
（2004 年 2 月 28 日、朝日新聞、30 ページ）

これらの発言には主張の是非は別にして、多くの問題が含まれている。
筆者のこれまでの一貫したテーマは、個人の判断を超える別の力が集団それ自身にあるこ
とに関する分析である。田辺元がいう「種」、言い換えれば「歴史的ノエマ」に「気分」を当
てはめた考察がこれまでなされてきた。「歴史的ノエマ」を語る田辺自身が「歴史的ノエマ」
に呑み込まれるパラドックス（或いは共同幻想論）の解明は、しかし、気分が一体何である
のか、という問いの解答をせまられた。
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「決定根拠は理性から見れば非合理である。それにもとづいてなされる実存的かかわりは不
条理であり、無根拠である。実存的かかわりを哲学の場で主張する意味をもつための答えが「気
分」である。人間存在が瞬時もそれを離れてはありえぬものとして、たえず伴い、たえずそ
れに包まれ浸されて存在するところの「気分」である」、と飯島宗享氏（1920‐1987）が述べ
ていること（『実存主義講座Ⅳ 気分』p.18 ,1972 理想社）が本論の問題提起の発端でもあった。
気分は現実に人間であることの全体のしるし、として実存的関心においてとりあつかわれ、
キルケゴールでは憂鬱と不安の気分、ハイデガーでは不安の気分、サルトルでは嘔吐の気分
が人間存在の現実の意識に伴う気分として扱われた。なにゆえの憂鬱か不安か嘔吐か、を知
る由もないのは、「どこからいかにして意識が生ずるのか知る由もないのと同様であり、存在
の事実として意識が生ずるとともにそれらの気分がある、あるいはむしろ、それらの気分に
おいて意識が、存在の意識が生ずる」（飯島 前掲書同頁）という見解、また、「自我の自覚に
始まる意識の分裂がある」（『自己について』p.154,1992 未知谷、飯島宗享 ）という見解は、西
田幾多郎の純粋経験と同様のものである。
しかし、純粋経験は単純なものではなく、なんらかの体系を持つ。本論『田辺と西田の哲学』
では、これに対しての整理の試みを「気分」の概念解明とともに取り上げた。

また、合田正人氏は西田幾多郎全集の月報でこう述べている。
「種の論理」を批判するに際しては、戸坂潤、丸山真男から吉本隆明、柄谷行人に至る多様
な思想家たちと「種の論理」との係わりを明らかにするとともに、ハイデガー／ナンシーの
共存在、われわれ論、ラカン／ジジェクの享楽論を取り上げるつもりである。だが、最終的
にはスピノザの「自然は民族など創らずただ個々の人間を創るのみであって、個々の人間が
言語、法律ならびに風習の相違によって初めて民族へと区別される」という言葉の解明なし
に「種の論理」の批判はありえない、と。
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鈴木大拙『禅とはなにか』
（1930 年）にはこのような記述がある。

初め、種から芽を出すときは、桜でも梅でも目で見てあまり変わりがないかもしれないが、
だんだん大きくなると、それが桜となり、梅となり、桃となる。その発達の跡を見るというと、
芽のときにはたいてい同じものである。同じさは同じでも、どこかに違うところがあるに決
まっている。大きなものになると全然違うのだから、その芽も、はじめからまったく同じく
見えるものでないと言わなければならぬ。芽を出しているうちに、今日発達すべきところの
特殊性が、ちゃんと見えていなくてはならぬと思う。梅とか、桃とか、杏、巴旦杏というよ
うに、同じ種類に属する木でも、ちょっと似ているところは似ていても、違うところがどこ
かに少しくらいあるに相違ない。これを松とか杉とか、全然違ったものの芽と比較すると、
この相違点は嶄然として目につく。が、見るものの目から見ると、少しの違いでも、その違
いのあるところは、目につかなくてはならぬ。遺伝というものは、大きくなっても消えるも
のでなく、そこに多少の面影を有しているものである。

一方、ウィトゲンシュタイン Ursache und Wirkung: Intuitives Erfassen での 1937 年の記述
はこのようなものである。

「異なる二つの植物、A と B を思い浮かべよ。両方から種を得られるのだ。そして、二つの
種は全く同じに見えて、精密な検査のあとでさえも違いを見い出せない。しかし植物 A は再
び植物 A を生み出し、植物 B は再び植物 B を生み出す。このような条件でのみ、我々は種が
生じてきたのがどの植物かを知っているときだけ、どの種類の植物がその種に起因している
のかを予言することができる。
我々はこれで満足すべきなのか ? 或いはこういうべきなのか ?「種自体に違いがなければな
らないはずだ。そうでないなら、違った植物は生じなかった。植物の前史が種自体に痕跡を
残していないなら、前史はさらなる成長を引き起こせない」と。
こう断言する。「たとえ我々が発見できなくとも、種のうちに違いがあるはずだ」という考
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えは、原因と結果という図式からすべてのものを見なければならないとする強い衝動が我々
のうちにあるという事実を部分的にすら変更しない。

1937 年 9 月 26 日」

ラッセルの主張「我々は繰り返される経験を通して或るものを認識するより以前に、直観
によって或るものを原因として認識している」に端を発して直観を考察した、とウィトゲン
シュタイン自身は記しているが、カント批判を基調とし、形而上学批判としての言語ゲーム
論を展開していたにもかかわらず、この著作では前史（過去）という時間に関する洞察過程
で根源的言語ゲームという発想が登場する。（詳細は『欲望と科学―原因・結果・気分⑴―』
東洋大学大学院紀要第 37 集参照）

また、ウィトゲンシュタインの Zettel における記述（1945 年～ 49 年）にはこのようなもの
もある。

「45 意図は情緒でも気分でも、そしてまた、感覚でも表象でもない。それは意識の状態では
ない。それは純粋な持続を有しない。」
「75 私は私の痛みの経過について注意することができる。しかし私は、同様の仕方で私の信
念、私の解釈、私の知識の経過について注意することはできない。」
「81 純粋な持続がある場合、人は誰かにこう言うことができる。「注意していろ、そして、像、
体験しているもの、物音、等々、が変化したら私に合図せよ」と。」
「85 実際のところ我々は、彼は或る事を昨日から“絶え間なく”信じていた、理解していた、
或いは意図していた、とほとんど言わない。或る事を信じることの中断は、その事を信じな
い期間であり、例えば眠っているときのような、信じているものから注意をそらすようなこ
とではない。…」
「472 …全ての感覚には純粋の持続がある。初めと終わりを提示することが可能である。…
全ての感覚には程度があり、質の混合がある。程度には、ほとんど気づかれない程度から耐
え難い程度まである。」
「488 …様々な情緒。それらに共通なものは純粋な持続と経過である。（怒りは燃え上がり、
鎮まり、消える。喜び、落胆、恐怖も同様である。）情緒と感覚の区別。情緒はその場所が決
められない。」

ウィトゲンシュタインは純粋な持続の有無により意図を意識状態ではないとし、感覚が場
所特定可能、情緒が不可能であるという相違以外は純粋な持続があるとしたわけであるが、
意図（Absicht）には「計画」という未来に関わる意味があることに筆者は注目する。西田とウィ
トゲンシュタインを比較する研究は多いが、純粋経験（すなわち無意識）における多層性の
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議論に関して、過去把持に Ursache und Wirkung: Intuitives Erfassen での議論を、未来予持
に関しては Zettel における議論を検討することで人格の同一性に関する考察（『欲望と科学 ―
個・種・進化― 』東洋大学大学院紀要第 36 集参照）をも合わせて「気分」に関する考察にで
きよう。未来予持の領域（或いはより深部、或いはカオス）を絶対無の場所とするならば、
持続なき場所のありかに関して我々は言語ゲームを行っているのだから。
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Tanabe’s and Nisida’s Philosophy
KOMAKINE, Satoshi
Tanabe Hajime came into antagonism with Nisida Kitarō about the place of absolute
nothingness. Tanabe said that Nisida’
s philosophy was religion. Nisida gave a spiritual
value for Bergson’
s intuitionism. Nisida’
s interpretation was that an intuition shows the
highest level consciouness across the reflective self. This idea expanded Basyo（the
place）. But in 1930, Nisida had derived the universality from supposing Basyo（the
place）. Tanabe attacked this point violently. Tanabe released The Logic of Social Being
1934. This paper maintained Syu no Ronri（the triadic logic of species）which deals with
mediating between a individual and humankind by species.
The place of human relations goes ahead of a individual. Tanabe and Watsuji who were
successor of Nisida affirm this opinion. And they asserted that mind and body of human
being can’
t separate. A Kantian, a Buddhist and many have a keen interest in spatial
experience of body. The working capacity of the body（namely physical activity）makes
contact with the place of duration（namely the place of absolute nothingness）, doesn’
t it ?
The condition of negative working with the body can tell the place of duration（namely
the place of passive synthesis）,can’
t it ? I think the word‘species 種 Syu’means the
set of‘seed 種子 Syuji’. And sociality（
‘species’
） means the place of‘seed’which is
the case of‘second nature 薫習 Kunjyu’things.
The field of unconsciousness may divide into multilayer. Its order might be established.
If it showed the order, it would be that
⑴ consciousness,
⑵ personal unconsciousness,
⑶ past-collective unconsciousness（retention）
,
⑷ future-collective unconsciousness（protention or the place of absolute nothingness）
.
About future-collective unconsciousness, I pick up these propotions.
“Intention（Absicht）is neither an emotion, a mood, nor yet a sensation or image. It is
not a state of consciousness. It does not have genuine duration. ”
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“ Where there is genuine duration one can tell someone：
“Pay attention and give me a
signal when the picture, the thing you are experiencing, the rattling etc. alters.”
Here there is such a thing as paying attention. Whereas one cannot follow with
attention the forgetting of what one knew or the like.”
This is Wittgenstein’
s. All sensation have genuine duration. Possibility of giving the
beginning and the end. If intention isn’
t a state of consciousness, the mind-brain identity
theory will be not able to come into existence. Because any process of the brain doesn’
t
correspond to intention, we don’
t read the any process of intention. The word‘intention
（Absicht）’means the plan of the future. That is to say, it is protention（the place of
absolute nothingness）.
In Wittgenstein’
s work Cause ＆ Effect 1937‐38, he treats the problem of intuition. It is
the argument of retention. I discover it to be similar story of What is Zen ？ 1927 by
Suzuki Daisetsu. This story is about two differet kinds of plant, A and B. What kind of
relations are two persons?
Intention（Absicht）is free, because it does not have genuine duration. The idea of
freedom has creativity and the will. The idea of personal identity is formed by the
temporal structure of‘continuityness of discontinuity 非連続の連続 Hirenzoku no Renzoku’.
If reference can be made to the Wittgenstein’
s argument, we will be able to make
reference to the place of absolute nothingness. What is that we do something in a mood?

Key Words； Tanabe Hajime, Nisida Kitarō, the triadic logic of species, the logic of
place, the absolute nothingness, the place of absolute nothingness
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