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井筒俊彦の重要性：東洋のメタ哲学 

 疑問の余地なく、井筒俊彦は、比較哲学は勿論のこと、イスラム研究の分
野において、最も有名な日本人の学者です。仏教とイスラム神秘主義の間の
比較研究は勿論、コーランやイスラム・スーフィズムについての彼の仕事は、
我々イランの学術団体も含め、イスラムや中東を研究領域とする世界中の研
究者や専門家によく知られています。  

 多くの人々が、井筒を歴史家、イスラム研究者、東洋学あるいは仏教学の
研究者として認識していますが、彼の比較的な、現象学的な研究は、哲学的
で歴史的な研究を超えて出ていて、哲学的な反省という点から見ても、頂点

に達するほどのものです。井筒は、東洋のメタ哲学
、、、、、、、

へと到達しようとする試
みによって、即ち、現代の理論的で精神的な危機への返答の手段として、異
なる東洋の宗教、神秘的な伝統の基礎を成している共通で単一の枠組みの獲
得によって、「現代の日本人哲学者」のランクを上り詰めました。井筒が通っ
たルートは、彼の同僚であり友人である、著名なフランスの東洋学研究者ア
ンリ・コルバンが通過した道と非常によく似ています。  

 しかしながら、以下のような疑問が浮かびます。それは、比較研究一般に
おいて、そしてコルバンの思想、ないし、とりわけ井筒の術語である「東洋
のメタ哲学」における「比較哲学」というプロジェクトにおいて、必要性と
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いうものは存在するのか？というものです。そのような比較研究は、科学や
学問のアスペクト以上に、我々の生活にとって有益であるのでしょうか？そ
のような東洋学の分野における研究は、我々の社会ないし文明において、東
洋学の研究者や支持者の好奇心以上に、どんな役割を果たすというのでしょ
うか？一体何が、そのような歴史的で考古学的な研究と、我々の深刻で切迫
した問題との間に本質的な関係を結ぶのでしょうか？  

 しかし、問題の核心は、コルバンや井筒のような研究者の学究的な業績が、
東洋学やイスラム研究ないし仏教研究の分野においてのみ、関係付けられる
のではなく、むしろそれらの業績が、哲学的な研究として考えられる、とい
うことです。コルバンや井筒が進んだ道は、最早、歴史的で学問的ないし東
洋学的な研究の道ではなく、むしろ、思想に富んだ哲学的な研究の道だった
のです。  

 しかしながら、そのことは以下のような疑問を持たれることになるでしょ
う。つまり、どのようにして、仏教やイスラム教、そして東洋のスーフィズ
ム、神秘主義についての歴史的で東洋学的な研究が、哲学的な熟慮として考
えることが出来るのか？と。  

 この疑問に対する答えは、率直には以下のものです。コルバンや井筒にと
っての東方や東洋の宗教、そして神秘主義の重要性とは、単に彼らの東洋学
的な動機付けだけでなく、哲学者としての彼らが、我々の時代において既に
すっかりと忘れ去られてしまっている古代世界へと戻ろうとしているところ
にあります。別の点から言えば、古い宗教や理論的な伝統についての比較研
究の重要性や必要性を価値付けることへの疑問に対する答えというは、現在
の世界に我々が満足するかしないかの度合いを基本にしているということな
のです。ニコライ・マキャベリは、近代的な政治哲学を確立する努力と同じ
くらい、古典的な政治哲学についての批評を、倫理や政治の分野においてで
はありますが、新大陸を探検したと主張した際のクリストファー・コロンブ
スのような男の成功や発見と比較しています。彼は全くもって正しいのです。
先の歴史的な伝統の世界との比較において、近代的な世界は、全面的に新た
な世界です。しかし、この新大陸は、人間の生活にとって相応しい地域であ
るのだろうか？という疑問もあります。近代合理性に惹きつけられた人々は、
近代的な世界を、人が所有出来る最も可能な世界と考えています。オーギュ
スト・コントの「進歩の原理」のもとで、彼らは、近代的な世界が「より進
歩した」ものであることは明らかであると信じており、そのため、以前の世
界よりもより善く、より望ましく、そしてより繁栄した世界であると信じて
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いるのです。このような理屈において、より以前の世界への注意や、その世
界との何らか重要な結び付きの全ては、退歩や保守的な傾向のサインである
とされてしまうのです。  

 しかし、現在の世界に意味も無く満足した人々とは反対に、むしろ、近代
性による発展が広く行き渡ってしまっているために、人間の運命が危険に脅
かされると恐れる人々は、近代性の理論的な基盤である進歩の原理を、誤謬
や幻想以外の何ものでもないと考えています。何故なら、このパースペクテ
ィブによると、近代主義者や進歩の原理の信者が、近代的な時代の科学的で
技術的な発展を、人間の生活のアスペクト全体と同一視することで、そのよ
うな形式が、近代の時代における科学的で技術的な進歩を、我々の時代にお
ける人類の道徳的で精神的な発展を、誤った結末に導くと考えているからで
す。  

 そのため、近代性の批評家は、以前の時代の宗教や、歴史的で理論的な伝
統の調査を通じて、そしてそれらの根本的な洞察における反省によって、自
らの社会どころか、近代的な文明進んでいる危機の道からの人類の開放まで
も、自ら救いの道を見出そうと試みています。このような批評家たちは、根
本的な洞察が過去の歴史的伝統や宗教の中に隠れていると信じており、現在
の時代における我々の重要な問題の解決を補助出来ると信じているのです。  

 私の考えでは、比較哲学や過去の宗教と歴史的な伝統についての研究とは、
これから述べる諸々の理由において必然的に基礎付けられています。  

 

 

１．人間の自由の喪失という危険、そして比較哲学 

 『技術への問い』において、マルティン・ハイデガーは、核兵器の暴発と
いう危険が人類を脅かすことよりも、より有害な危険が存在すると言います。
その危険とは、人間が思考という方法を忘れていくことです。  

 ハイデガーに倣い、私も日本の友人に気付いてもらいたいことがあります。 
 「親愛なる皆さんへ  

 広島や長崎（1945）での非常に恐ろしい原子爆弾の爆発よりも有害な危険、
そして 2011 年の津波や、チェルノブイリ（1986）、あるいは、あなた方、日
本人の皆さんや人類一般を脅かす福島（2011）における原子炉の爆発よりも
破壊的な危険。その危険とは、世界の人々の大多数が、近代西洋文明が象徴
するギリシャの形而上学的な思想以外の思考方法を知らされていないという
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ことにあるのです。  

 東洋と呼ばれている
、、、、、、、、、

社会でさえも、日本ないしイランのように、世界的な
西洋化という支配以外の何ものでもないグローバル化の結果によって、それ
らの国自体が東洋的な歴史的伝統を忘れてしまっているのです。言い換えれ
ば、グローバル化というのは、ギリシャの形而上学的な伝統、思想のグロー
バル化のことで、他の国の伝統全てが全く思い起こされなくなり、そしてそ
れらの伝統が西洋文明の周辺部になってしまうということです。  

 我々の時代における重大な脅威とは、あなた方、日本人が、最早日本人で
はないということであり、我々ムスリムが、最早ムスリムではないというこ
となのです。実際にあなた方は日本人でしたが、しかし今日ではそうではな
いのです。我々はムスリムでしたが、しかし現在においてはそうではないの
です。そして我々全員が、「我々は何であったのか」、そして「我々は何であ
るのか」ということの間に、大きな違いがあることを意識しなければならな
いのです。我々全員が、東洋的であったのですが、今日では最早そうではな
いということを認めなければならないのです。」  

 もっと端的に言うならば、現代において、世界的な西洋化とギリシャの形
而上学的な伝統の統制の結果として、人類は、ハイデガーが我々に警告した
ように、別の理論的な伝統や文明を基礎とする他の思考の方法を殆ど忘れて
しまっています。このことが意味するのは、忘却によって、人間存在の前に
は、ただ一つの可能性しか置かれてないということです。つまり、ギリシャ
の形而上学的な伝統や、この伝統の結果としての近代合理性といった可能性
しか置かれていないのです。この可能性は、あたかも人間にとってのオプシ
ョンやチョイスが他に無いかのように、我々の前に置かれています。このよ
うな状況の中で、人間存在の自由は、深刻に脅かされているのです。  

 しかしながら、東洋の歴史的な伝統についての探求を通して、コルバンや
井筒のような思想家たちは、思想に別の道が存在することを我々に気付かせ
てくれます。そしてそれ故に、彼らは人類に向かって別の可能性を示すので
す。この道において、彼らは、人間の自由というこの局面を擁護します。彼
らは我々に、思想の東洋的な伝統が人間存在の前に置かれているということ、
つまり、今我々の前に置かれた西洋の形而上学的な思想ではなく、他の道と
可能性があるという事実を気付かせるのです。それ故、人類は、今現在の可
能性よりも他の可能性を選択することによって、別の道があることを完全に
忘却して自由意思を喪失してしまう前に、人間の自由を保護するべきなので
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す。  

 

 

２．ニヒリズムから離れて破壊すること、そして比較哲学 

 ニーチェや、彼に倣うハイデガーのように、ニヒリズムが単に 19 世紀や
20 世紀における西洋社会で起こった出来事に過ぎないとするのではなく、む
しろ、ニヒリズムの出現の発端が、ギリシャの形而上学の出現と手を取り合
って進行するプロセスとして理解されねばなりません。勿論それは、ギリシ
ャの西洋的な形而上学の歴史が、ニーチェの言説にあるようなニヒリズムの
発展の歴史として、あるいは、ハイデガーの術語による存在忘却という発展
の歴史として、我々が看做し得る限りでのことです。つまり、ギリシャの西
洋形而上学的な伝統がニヒリズムで締めくくられるというのは、たった一つ
の歴史的な伝統であるに過ぎず、そのような出来事は、東洋的な伝統を含め、
他の歴史的な伝統では一切起こりませんでした。このことは、ニーチェやハ
イデガーの洞察に付け加えられるべきです。コルバンは、東洋的な英知の瞑
想的な伝統が、現代のニヒリズムに対する唯一の解決法であるということを
重要視します。そのように言われたとき、比較哲学や東洋的な歴史的な伝統
への探求は、単に好奇心ないし学問的な理由における意図の結果に過ぎない
というのではなく、現在の人類の生活を深刻に脅かすニヒリズムを阻止する
ために、それらの伝統に隠れた根本的な洞察を見出すための必然的な努力な
のです。  

 

 

３．人間存在の死という危険、そして比較哲学 

 ニーチェの分析によると、歴史的な発展の中での西洋形而上学の歴史とい
うのは、ニヒリズムで終わりを迎え、あるいは、彼自ら非常に明確で効果的
にはっきりと述べている、有名で恒久的な表現「神の死」において終わりを
迎えました。しかし、「神の死」は、幾つか他の死も含む結果となりました。
それは、「真実の死」、「絶対的なものの死」、「価値の根拠の死」、「価値観の死」、
「モラルの死」、そして最後に「人類の死」です。  

 ニーチェは、神の死の後、人間の前に新たな地平が開かれるだろうと思っ
ていました。彼は、人類の生の歴史において、神の死の後に現れている現在
の地平と同じような地平が開かれることはないと信じていました。彼も、こ
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れまでの信念や価値全ての破滅が、新たな価値や超人の実現という創発が生
じるであろうという希望があったのです。しかし、そのようなことは起こら
ず、むしろそれどころか、神の死は、人類の死という結果を招いたのです。
ここでの「人類の死」という表現は、二つの意味で使われています。一つは、
a. 人間存在の動物への還元、そしてもう一つは、b. 主体の死です。  

 

 

 a. 人間存在の動物への還元 

 半世紀前において、西洋思想の歴史―それはグローバル化して世界の全て
を支配した―は、何よりもニーチェの思想の枠組みにおいて形作られていて、
新カント主義、ヘーゲル哲学、実存主義、現象学、ヴィトゲンシュタイン哲
学、あるいは構造主義といった哲学的な態度の基礎の上に形作られているわ
けではありませんでした。つまりそれは、大陸的な現代哲学が今日における
一種の新ニーチェ主義以外の何ものでもないと、主張され得るものです。現
代においてニーチェは、最も影響力を持つ西洋の哲学者なのです。  

 ここ 10 年内に、旧世界は、必ず曖昧で根拠の無いものになっていきます。
私が言った「旧世界」とは、伝統や伝統的な社会、そして慣習だけを意味し
ているのではありません。近代それ自体が次第に古代世界の一部になってい
き、そして別の新時代、つまりポスト・モダンの時代、あるいは、幾人かの
思想家が呼んでいる「ニーチェ的な世界」が近代にとって代わるのです。我々
の世界は、非常に深遠な道へと哲学的に変化していき、そして我々自身が、
その変化をニーチェの思想における最も根本的なカテゴリーによって記述す
ることが出来ます。そのような世界において、ニーチェ的なカテゴリーは、
自ら進んで、あるいは、嫌々ながら現実性を支配していくのです。ニーチェ
の理念が正しいかどうかは重要ではありません。しかし、そのようなニーチ
ェのカテゴリーや理念は、我々の生活の中で現実化されていて、最も多くの
人々が、そのようなニーチェ的な世界に生きているのです。  

 更に、哲学的な思想の局面において、自己自身の考えを持つ思想家か、あ
るいは、ポスト・モダンの哲学者として考えられている思想家の全ては、思
想の中核としてニーチェの主要な理念を、それぞれが異なった方法において
採用しています。実際、ニーチェは、ポスト・モダンの思想の成長と発展と
いう背景を規定する、最も重要な思想家の一人です。実際、ジャック・デリ
ダ、ミシェル・フーコー、ジャン-フランソワ・リオタール、ジャン・ボード
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リアール、ジル・ドゥルーズ、そして他のポスト・モダンの思想家たちは、
自らのアプローチを、ニーチェの真理概念の批判のような、ニーチェ的な態
度を基本とした上で形作っています。彼らは全ての形而上学的なカテゴリー
を疑い、真理への意志の代わりに力への意志を重要視し、真実やメタファー
の間の境界線を破壊していくのです。  

 もし、近代性が近代合理性―それは、ガリレイ、デカルト、そしてニュー
トンによって出現した―によって哲学的に記述されるならば、トマス・ホッ
ブス、ジョン・ロック、ライプニッツ、ヒューム、カント、ラッセル、モン
テスキュー、ディドロなどのような、啓蒙思想家の理念が、人間の独立を、
自らによって見出された理性を、極端に強調していくことになります。そし
て、この理性において世界が理解されると信じることになり、経験主義的で
数学的な近代科学を強調することで、その近代科学を唯一の客観的な知識と
して考えるようなります。そのようなことは、近代合理性や近代科学の成果
が人に繁栄を齎すための支配に応用され、世界を啓蒙していくのです。その
時、ポスト近代性は、ニーチェ的な態度に従って、全ての形而上学的なカテ
ゴリーを不安定性として現実化されねばなりません。つまり、真理の概念を
疑って、それを力への意志として考え、過度に近代的な合理性を信じること
をやめ、近代科学の喜ばしい知らせの全てや、啓蒙という大きな理念の現実
化という可能性を拒絶して、真理とメタファーの境界線の崩壊を実現させね
ばならないのです。  

 ポスト・モダンの思想において、全ての理論的な基礎や近代の価値観に対
する不信は、不合理主義と共に進行し、非常に深刻な主観主義を齎して、キ
リスト教ないしイスラム教のような、どんなに理論的なシステムであっても、
ペシミズムに傾向していきます。そしてそのようなペシミズムは、人間の知
識や行動に対する客観的な根拠の存在や、どんな客観性についても、基本的
に拒絶します。もし、近代において科学的な知識のみが正当だと考えられて
いたとするならば、ポスト・モダンの思想は、ニーチェに従って、近代合理
性や近代科学、そして人が自然や世界を越えて支配しようとするといったそ
れらの努力を、力への意志の結果として、一種のメタファーとして考えてい
ます。ポスト・モダンの思想は、基本的にどんなメタ物語であっても、真理
の何らかの起源という存在を拒否します。  

 しかしながら、我々の時代において、人類によるニーチェ的な解釈は、広
範囲にわたって受け入れられています。自然主義的な思想の一連の流れの中
で、ニーチェは、人類とその他の動物との間に実質的な違いはないと主張し
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ており、幾つかの相違があるのだとしても、それらは、我々が思うほどには
重要でないというのです。『道徳の系譜学』において、ニーチェは、全ての人
間が道徳的価値を含んで性格付けられていることを、人類と他の動物の間で
共通する本能の所産や自然的な価値として考えられ得るとし、それを示そう
とします。  

 ニーチェ的なアプローチにおいては、人間の本質の代わりに自然があるの
であって、生命力こそが本質的なものであると考えられています。これらの
自然や生命力には、それら自体を超えるようなどんな超越論的な意味も欠け
ています。ニーチェによると、道徳とは、人間の内にあるのではないものに
対して、人間を正しく評価するということなのです。それは、人類と動物と
の間に重要な区別をしないという意味です。  

 

 b. 主体の死 

 ニーチェは、非常に徹底して、人間の知識一般、そして特に形而上学を批
判します。彼は、人間の知識がどんな理論的な価値も欠いていると考えてい
て、むしろその知識は単に実践的で生命的な価値を持つだけだと考えていま
す。それ故、彼によると、人間の知識一般、そして特に形而上学は、世界の
真理を指し示すことはせず、それらは力への意志の結果としてあるだけです。
この批判を通して、全ての形而上学的なカテゴリーは、不安定なものとなり
ます。  

 統一
、、
は、形而上学的なカテゴリーの一つで、それは他の形而上学的なカテ

ゴリーのように、ニーチェやその他のポスト・モダンの哲学者たちによって
拒否されます。統一の概念は、人間それ自身と同様に、世界やその現象の説

明に対する、原理的で形而上学的なカテゴリーの一つです。同一性
、、、

の問題は、
「自我」、「自己」、あるいは「人格」といった概念と、強固な結びつきを持っ
ています。これらの概念は全て、人間存在における一種の統一を指し示して
います。  

 統一のカテゴリーについての拒絶や疑念は、主体それ自体の存在を、重大
な問題へと変えていきます。今までのところでは、主体はそれ自身を「自我」
として、統一のカテゴリーを通じて実現していました。しかし、ニーチェと
ポスト・モダンの思想家全員によって、これらの心理学的なアプローチや常
識的なアプローチが、統一されて一致するシステムやイメージとしての自ら
の人格性、あるいは全ての人の人格性について、我々に考えさるのです。こ
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れらのことは、不変のもの、一定のもの、そして統一している本質が、我々
の存在や同一性の基礎においてあるということについて、ソクラテスが言っ
たように、探求されねばなりません。  

 ニーチェは、人格に対する恒常的な同一性の存在という前提が、我々の行
為と習慣によって断定されるということを、フィクションであると考えます。
彼によると、事実であるのは行動それ自体であって、或る行動のエージェン
トという存在があるということではないのです。言い換えれば、我々は、我々
が為すところのものであり、行為の独立ということは一切ありません。誰の
「自己」も、一つの人格性に制限されることはなく、人格のそれぞれは、人生
の上昇と下降を通じて、様々な役割を担っています。それ故、人格は、問題
の多様性に臨む中で、個別的な人格性の統一に見えるのです。フーコーが注
意するように、ニーチェは、人間存在の偶然的で歴史的な状況が、存在の本
質よりも、つまり、存在の同一性や人格性の統一よりも、より重要であると
いうことを証明するために、系譜学的な批判をする最初の哲学者なのです。  

 ニーチェに従い、系譜学的に考える中で、フーコーも、主体の主観性を非
本質的なものとし、つまり主観性にとってのどんな本質や実体の存在も否認
して、デカルト的な意味での主観性の概念を拒絶します。そして彼は、慣習、
政治的な事件、経済的なプロセスを基礎とした、主観性や知識の組織化を記
述しようとします。  

 しかしながら、ニーチェ的なアプローチと、そのようなポスト・モダン的
な解釈が一致するとき、主体の存在とその統一は、それ自体で未解決の問題
になってしまいます。より端的に言うならば、我々の誰一人として、我々自
身が誰であり、あるいは何であるかを、正当に見出すことは出来ないという
ことなのです。それどころか、我々は「自我」という表現を正確に扱うこと
も出来ず、その表現を使う場合も、その自我という積極的な見解も持ち得な
いのです。  

 先の歴史的な伝統への転回や、それらの非自然主義的で非唯物論的な人間
存在の概念化への転回は、人間存在の真理や真実性を、生命的な要素や生物
学的な要素に変え、あるいは物理化学的な行動や反応ないし一部の超自然的
なものに変えるといった、人類に対する還元主義的、自然主義的、唯物論的
な解釈から、そして同様に、心理学的、社会学的、そして歴史主義的な解釈
から、我々自身を自由にするのを助けることが出来るのです。これらのこと
は、最終的に人類の死へと終焉を迎えていく社会的あるいは歴史的な状況を
救うことになります。  
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４．比較哲学と様々な人間の統一 

 東洋のメタ哲学に到達するための井筒のプロジェクトは、宗教の統一を成
し遂げようとするコルバンのプランに非常によく似ています。コルバンは、
宗教の統一について、以下のように明確に述べています。「私は、全ての宗教
が真理であり、生きた真理を追い求め、それらが真理の存在を共に証明する
ものであるということを信じている」（Corbin, 2005：pp.12-13。また、2000：
p.31 も参照のこと）。コルバンによると、もし、我々が独断的で理論的なシ
ステムの障害を抜け、存在することについての解釈学に到達するのであれば、
それは実際に、宗教の統一達成に対する背景を備えているということになり
ます。（Corbin, 2004：p.23）  

 もし、我々が、全般的な理論、即ち、全ての宗教共通の精神である存在す
ることについての解釈学に到達するのであれば、人類の異なった伝統におけ
る全ての宗教のある種の関係を、実際に獲得することでしょう。そうしたな
らば、宗教戦争や論争は終焉を向かえるでしょう。コルバンにとって根本的

で重要であったものとは、神智学
、、、

（神の英知）だったのです。そのために彼
は、宗教の全ての形態と全ての歴史的な伝統を追い求めました。メタ哲学と
いう井筒のプロジェクトは、コルバンと同じ方向へ動いていきます。つまり、
人類の統一という到達へのルートを動いているのです。そして彼は、異なっ
た歴史的な伝統の間に、共通の精神と瞑想的な構造の存在を示そうとするの
です（例えば、仏教やイスラム・スーフィズムの間や、あるいはイブン・ア
ラビーと華厳学派の存在論の間に）。  

 異なった歴史的な伝統の間にあるこの共通の瞑想的な構造の理解は、異な
る伝統に属する人間が、いずれ互いにより近付いていくということを齎すの
です。  
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