
 

 

はじめに 

Set up for our  future 

東洋大学 国際哲学研究センター長 

河本 英夫 

2016年 4月より、国際哲学研究センターをエクストラで、1年間延長することになった。「私立大

学研究ブランディング事業」への応募は、文科省の方針で各私大 1件のみに限定され、国際哲学研

究の企画は、学内選考でその 1件に残ることができなかった。学内では「バイオナノ」の企画が残

り、それで応募したが、不調に終わってしまった。研究資金は、地方大学に手厚くなるように傾斜

配分された。「地方創成」という政策的な措置が行われ、それにそって研究費も配分されるというこ

とであった。 

そこで学内予算で国際哲学センターとエコ・フィロソフィーを合体させて、一つのプロジェクと

して 1 年間の限定で継続することになった。前年までの予算規模から見れば、2 割程度の規模であ

り、やれることには限界がある。それでもやれる限りの成果を出していく以外にはない。ともかく

形になるところから形にしていく、展開可能性のあるところは、重点的に研究会を設定して進めて

いく、新しく参加してくれた人たちの新たな企画を応援する、別の資金で招聘できた海外の研究者

とは積極的に連携する等々の配慮を行いながら、やれる限りのことをやったと思う。 

研究という面で見れば、数十年単位でしか進捗しないテーマもあれば、数年で新たな局面を開い

ていくことのできるテーマもある。それらが混在した状態で全体のプロジェクトは形成されている。

中途で中断するテーマもあれば、区切りの付きそうな状態まで進むことのできたテーマもある。そ

うした状況下で、国際哲学研究とエコ・フィロソフィーの年報 2冊、それらの別冊を 3冊、さらに

現象学関連の論集 1冊をかたちにすることができた。ひとえに多くの研究員の協力と各研究員の尽

力に負うところが大きいと衷心より感謝している。 

研究機関は緩やかなネットワークで形成されている。テーマを設定して、そのテーマで関連する

人たちが集まり、そのテーマが終われば、またそれぞれ自分の場所に戻っていく。これはサンタフ

ェで行われたネットワーク方式のプロジェクト運営の仕方と同じものである。そうしたネットワー

クの重なりの運営母体が、たまたま東洋大学の哲学系の学科であった。こうした「たまたま」とい

う偶然の積み重ねが、各研究員の能力を最大限に発揮することに繋がってくれれば、当初の課題は

達成したことになる。 

すでに過去 5年間にわたる蓄積を含めて、そうした研究推進の仕組みから、今年度も多くの論文

や博士論文が作られてきた。イラン・シーアの研究では、日本の研究者ではとても見えてこなかっ

た局面が明るみに出されるような研究もあった。情報技術についてはドイツの研究者と日本の研究

者との間にはかなり大きな落差があることもはっきりしてきた。こうしたことが国際研究の成果の

一端である。また次の機会があれば、新たなテーマをセットアップしてやって行くことになる。そ

れを断続的に続けていくことが、プロジェクトという研究スタイルの課題であり使命なのである。 
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「宗教の相剋と調和に向けて」 

シンポジウム報告 
（2016 年 12 月 17 日 開催） 
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シンポジウム趣意 

 

渡辺 章悟 

 

 

20 世紀は戦争の時代と言われてきた。この言葉には 20 世紀だけでなくそれまで数千年の人類の

愚行を反省し、今後は決してそうした時代にしてはならぬという決意が込められていたと思う。し

かし、世界各地での戦乱やイデオロギーの対立は収まらないままに、1970 年代ころから 21 世紀は

民族の時代だという言葉も使われはじめた。世界は良きにつけ悪しきにつけグローバル化の時代に

突入し、戦争をしてはならぬという決意どころか、ますます泥沼化していく世界の様相を、民族問

題の視点で捉え対策を考えようとしたのである。 

現在世界各地で頻発する政治的対立や経済格差などの問題は、国家や民族の枠組みを解体する宗

教的アイデンティティを理解することなしには対処することができない状況になった。21世紀はま

さしく宗教の時代に突入したのである。政治、経済、社会のことは教育機関やメディアでもよく取

り上げられるが、宗教のことを真剣に論じる場はあまりないのが実情である。今までわかったつも

りになっていた相手のことが実はほとんどわかっていなかったのではないか。そのような反省を踏

まえ、今回のシンポジウムではアジアの国々や地域がどのような宗教問題を抱えているか、また宗

教自身に内在する問題はなにかを討議したい。 
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インドにおけるナショナリズムと宗教 

 

宮本 久義 

 
1．はじめに 

インドは現在 13億人を超える人口を抱え、経済的にも 1991年の市場開放政策により目覚ましい

発展を遂げている。インドを訪れる度に、インフラが急速に整備されていくのがひしひしと実感で

きる。しかしそのような状況のなかで、インドは様々な問題に直面していて、どのような方向に向

かっていくのかがなかなか読み取れない。様々な問題のなかには、例えばグローバリゼーションの

メリットとデメリットなど世界のいろいろの地域に共通する問題もあるが、今回はシンポジウムで

のテーマ「宗教の相克と調和に向けて」に即して、インドの宗教間紛争の問題を取り上げたい。 

インドは多民族、多宗教、多言語の国である。このような多次元的社会では、人々の「帰属意識」

も多様である。アーリヤ民族に属し、宗教はヒンドゥー教で、母語はラージャスターニー語という

人もいれば、ドラヴィダ民族で、宗教はイスラーム、母語はタミル語という人もいる。インドはお

おむね言語の違いによって州が区分されているが、その州分けと諸宗教徒の地域分布は重ならない。

そのような状況下、人口の約 81％を占めるヒンドゥー教徒と約 12％のイスラーム教徒のそれぞれ一

部が各地で対立している。特に両者がともに聖地としているバナーラス、アヨーディヤー、マトゥ

ラーでは、警察が常駐して警備する状態が何年も続いている。今回はそのような状況に至った歴史

的背景を、主としてヒンドゥー教徒の側のナショナリズム運動の成り立ちを通して考えてみたい。 

2．ナショナリズム運動の背景 

ナショナリズムという言葉を定義しようとすると議論が尽きないので、ここではとりあえず、あ

る集団が何かを核と設定して求心的にまとまろうとする働きと考えておく。ヒンドゥー教徒のなか

でそのような運動が見られる最初は、7 世紀頃にはじまる最高神に帰依し恩恵を得ようとするバク

ティ（信愛）運動である。それは信徒たちの神に対する熱烈な崇拝を基盤として隆盛したには違い

ないが、一方でそれまで宗教的儀式を独占してきたブラーフマン（司祭階級の人々）の持ついわゆ

るブラーフマニズム的思想に異を唱えてはじまったともいえる。バクティ運動はナショナリズムと

はいろいろの面で性質が異なるが、運動として展開する際に敵対する勢力を持つという点ではナシ

ョナリズムと共通する要素を持っている。インドにイスラームが入ってくるのは 7世紀頃で、その

後、デリーを中心にイスラーム王朝の興亡が見られるが、バクティ運動はそれらの王朝のヒンドゥ

ー弾圧に対抗し、16世紀頃にヒンドゥー・ルネッサンスを開花させることになる。 

17世紀からはヨーロッパ諸国、特にイギリスがインドを植民地化していくが、19世紀初頭にキリ

スト教の教義と対比させつつ、ヒンドゥー教徒はベンガル・ルネッサンスと呼ばれる宗教改革運動

を展開する。キリスト教とヒンドゥー教は一つの宗教の別の表れとする「普遍宗教」の考えのもと、
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融合あるいは共存をはかるヴィヴェーカーナンダのような人や、ダヤーナンダ・サラスヴァティー

の「アーリヤ協会」のように、ヒンドゥー復古主義の立場から、ムスリムからヒンドゥーへの再改

宗運動（シュッディ）を展開する人々もいた。 

1877年、イギリスのヴィクトリア女王がインド皇帝兼任を宣言しインド帝国が成立すると、イン

ドをどのような国にしていくかの議論が盛んになされるようになる。1885年にボンベイ（現ムンバ

イー）で開催されたインド国民会議派の前身となる集会は、インドの人種差別的行政に非を唱える

イギリス人官僚アラン・オクタヴィアン・ヒュームの呼びかけではじまり、1905年にイギリス人社

会主義者ヘンリー・ハインドマンにより創設された「インディア・ハウス」の活動など、当初はイ

ギリス人たちもこの古くて新しい国家を運営するのに尽力したが、次第にインド人たちの手による

イギリス植民地からの独立運動へと様相を変えていく。 

3．ヒンドゥー・ナショナリズムの様々な組織の成立 

独立への方法や理念の相違によって様々な団体が活動を始めることとなった。1909 年あるいは

1913年に、政治団体「ヒンドゥー・マハーサバー」が創設された。創始者の M.M. マーラヴィーヤ

は、バナーラス・ヒンドゥー大学の創始者でもある。しかし実際の指導者は V. D.サーヴァルカルで、

ヒンドゥー教に基づいてインドを統一しようとする「ヒンドゥトヴァ（ヒンドゥー性）」という概念

を掲げ、植民地インドが独立する際、そこからパキスタンが分離独立するという案に激しく反対し

た。ヒンドゥー教の宗教的精神性・規範を表す言葉には「ヒンドゥー・ダルマ」があるが、あえて

その言葉を用いず、「ヒンドゥトヴァ」という言葉を創ったのは極めて政治的・戦略的であったとい

えよう。 

1925年、そのメンバーであった医師 K.B.ヘードゲーワールは、排他的な民族主義を掲げる民族義

勇団（ラーシュトリーヤ・スヴァヤムセーワク・サング、略称 RSS、民族奉仕団とも）を設立。独

立直後の 1948 年にマハートマー・ガーンディー（1869-1948）を暗殺した青年ナートゥーラーム・

ゴードセーは、この団体に関係するヒンドゥー・マハーサバーのメンバーであったといわれる。暗

殺の理由はガーンディーがあまりにもムスリムの考えを優遇しているとゴードセーが考えたためと

いわれる。 

それでは、ゴードセーの凶弾に斃れたガーンディーはどのような政治理念を持っていたのであろ

うかというと、別の意味でガーンディーの考えもナショナリズム的なのである。彼は、道徳的資質

を備え、真理に必ず従う支配者が統治する家父長制のような形態を理想としていたと考えられる。

そのような理想的な支配者のもとでは、政治権力も解消される。人々は 4つのヴァルナ（カースト）

からなる互恵的な分業システムに基づいて働くので、競争原理もなく差別もないと考えていたよう

である。ガーンディーが想い描いていたのは、神話世界でヴィシュヌ神の化身ラーマが理想的な統

治をしていたといわれる「ラーマ・ラージヤ」（ラーマ神の王国・統治）である。たしかにガーンデ

ィーは自分たちの国をヒンドゥー教を国教とするような国にしようとは考えなかったであろうが、

彼のナショナリズムの中心に「ラーマ・ラージヤ」が厳然とあったことは疑いない。このことは彼

の死後も、彼の意向にかかわらず、ヒンドゥー至上主義者の団体が隆盛していく結果を招くことに

なっていく。 

すなわち、1964年には、RSSと同様の団体「世界ヒンドゥー協会」（ヴィシュヴァ・ヒンドゥー・
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パリシャッド）も発足する。これらの RSS 系の諸団体は「サング・パリワール」（家族集団）と総

称される。 

これらの団体の支援のもとに、1980 年代以降「インド人民党」（バーラティーヤ・ジャナター・

パーティー、BJP）が急速に勢力を拡大する。ヒンドゥトヴァ（インド性）とインテグラル・ヒュ

ーマニズムを掲げるヒンドゥー民主主義をテーゼとするとされるが、他宗教の人々の存在、あるい

は尊厳を無視するような、独善的ヒンドゥー至上主義の性質も見られる。 

インド独立時の首相ネルー以後、その娘インディラー・ガーンディーや、またその息子ラージー

ヴ・ガーンディーが率いてきた国民会議派が、中央集権的政治や汚職疑惑で支持を失うと、90年代

半ば(1996)にはインド人民党の前身「大衆連盟」（ジャンサング）が下院第 1党となって連立政権を

樹立した（ただし 13日で瓦解）。1998年にはアタル・ビハーリー・バージペーイーが首相となって、

「国民民主同盟」が連立政権を発足させた（2004年まで）。2004年の総選挙ではインド国民会議派

を中心とする「統一進歩同盟」が勝利し、マンモーハン・スィンフ首相が政権を奪取した。しかし

2014 年の総選挙でインド人民党が政権の座を奪回し、ナレーンドラ・モーディー政権が発足した。

2015年の 9月には安倍首相がインドを訪問し、モーディー首相と緊密な関係を築いたことはまだ記

憶に新しい。 

今までインド・パキスタン分離独立以前から現在までのヒンドゥー・ナショナリストの諸団体の

動き、特にインド人民党が政権の座につくまでの経過を見てきた。インド人民党の母体になってい

る RSSはかなり過激な団体で、それ自体は政治団体ではなく文化団体であるとしているが、日常的

に竹槍教練のような疑似的軍事教練を行っている。 

私が若い時に留学していたころ、バナーラス・ヒンドゥー大学のキャンパスでは毎週日曜日の早

朝、中高生たちが行進や竹槍教練を行っていた。総選挙が近づくと、私のサンスクリットの教授が、

インド国民会議派かインド人民党かどちらに投票するか真剣に悩んでいたことを思い出す。政教分

離の世俗国家を理念として曲りなりにもそれまで社会主義的な国造りをしてきた国民会議派は、汚

職を隠すための強権的政府に堕してしまったが、さりとて子供たちに軍事教練を課すような右翼的

な政党に頼りたくない。まさにこの時期は、戦後堅持してきたインドのリベラルな立場が自ら瓦解

し、知識人でさえもポピュリズムの道を選ばざるを得なかったのである。 

4．聖地で噴出するコミュナリズム 

コミュナリズムとは集団あるいは地域どうしのぶつかりあいといった意味であるが、インドはズ

バリそのものヒンドゥーとムスリムの宗教観紛争を意味する。中世や近代インドでもヒンドゥー・

ムスリムの確執・紛争はあったが、現代社会ではその溝はさらに深まったような感がする。 

北インドの聖地アヨーディヤーはヒンドゥー教のヴィシュヌ神の化身ラーマの生誕地として知ら

れているが、1528年、伝ラーマ生誕地にあったヒンドゥー寺院をムガル帝国初代皇帝バーブルが破

壊して、バーブリー・マスジッド（バーブルの礼拝堂）を建立した。1992年、ヒンドゥー至上主義

者がそのマスジッドを破壊したことで、大暴動が起こった。現在は連邦政府が管理しているが、今

も軋轢が続いている。アヨーディヤーで起こったヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の対立は、その

歴史的経緯を含めて「アヨーディヤー問題」と呼ばれ、マトゥラーやバナーラスにも飛び火した。 

マトゥラーはヴィシュヌ神の化身クリシュナの生誕地とされ、紀元前 8世紀頃、すでにクリシュ
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ナ崇拝が隆盛していたともいわれる聖地である。この地のケーシャオ・デーオ寺院は、1669年、ム

ガル朝第 6代皇帝アウラングゼーブにより破壊され、跡地にイスラーム礼拝堂が建立された。1960

年、隣地に「クリシュナ生誕地」という名称の寺院が建立され、それ以降緊張が続いている。 

バナーラスはシヴァ神の聖地として知られるが、信仰の中心であるヴィシュヴァナート寺院は 12

世紀以降、何度も破壊された。1777年に復興された寺院は、現在多くの警官によっての入口を厳重

に警備されている。 

以上の歴史的経緯をみると、両宗教徒間の対立はイギリス植民地時代には表面的には「凍結」さ

れていたことがわかる。両者の対立が顕在化するのはインド独立に向けての政治運動の渦中で、宗

教的教義がナショナリズム運動と結び付けられたことがその最大の理由であろう。また、「アヨーデ

ィヤー問題」を引き起こした直接の要因は、イスラーム原理主義とそれに対抗する急進的ヒンドゥ

ー至上主義の対立である。 

対立解消の兆しが見えない状況下、2006年３月７日、バナーラスで同時多発テロが起こり、多数

の命が奪われた。ヒンドゥー教徒の一部は抗議の座り込みをしたが、テロの現場の一つとなったサ

ンカトモーチャン寺院の管長ヴィールバドラ・ミシュラ師が中止させた。その理由は、対立を煽り

続けていては、憎悪が限りなく続くだけだ、というものであった。彼はムスリムの指導者と対話を

して事態の鎮静化に努めた。異なる宗教を信奉していても、信仰を持つ者であることには相違がな

い。宗教の相克を乗り越えて調和を目指すならば、持続的な対話が必要であり、そこには政治問題

をからめてはならないということを痛感する。 

 

参考文献 

中島岳志『ヒンドゥー・ナショナリズムー印パ緊張の背景』中央新書ラクレ、2002年 

中島岳志『ナショナリズムと宗教―現代インドのヒンドゥー・ナショナリズム運動』春風社、2005

年 

橋本泰元・宮本久義・山下博司『ヒンドゥー教の事典』東京堂出版、2005年 
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人道とアイデンティティ戦争 

宗教の壁を超える赤十字の視点から 

井上 忠男 

 

はじめに 

「文明の衝突」にも似た憎しみの連鎖が渦巻く現代世界において宗教的対立を緩和し、共生社会

を構築するにはどのような思想的基盤を求めたらよいのか。 

宗教間の対話の促進など宗教当事者間の相互理解の試みが提唱される中で、国家や宗教、民族の

相違を超越して発展してきた国際赤十字・赤新月運動（以後、「赤十字」という）の基本理念である

人道主義の意義を再検討することは、この問題を考える下で何らかの示唆となるのではないか、と

いうのが本稿の第一の趣旨である。第二の趣旨は、とかくキリスト教的西欧対イスラム世界という

構図で語られる現代の宗教間軋轢を宗教問題としてではなく、西欧主導のグローバル化の中で周縁

化され生存基盤を奪われてきた人々のルサンチマンあるいは反撃（アイデンティティ戦争）として

捉え、分断された世界の溝を埋める万人に優しい思想として人道主義を捉え直すことにある。 

１．普遍的人道と赤十字の歴史 

赤十字は、19 世紀後半にスイスの青年アンリ・デュナンにより 1863 年に創設された。翌年には

傷病兵救護にあたる軍の衛生活動を保護する国際条約であるジュネーヴ条約がヨーロッパの 12 ヵ

国間で締結され、傷病者保護活動の中立の印としての赤十字標章が採用された。これが今日、武力

紛争の犠牲者保護を目的とする国際人道法の原点となった。 

赤十字の目的が人道（Humanity）の実現にあるように、その基本理念は人道主義（humanitarianism）

であり、その概念は「命と健康の確保」、「苦痛の軽減と予防」、「人間の尊厳の確保」を内容とする

普遍的な価値とされている。Humanitarianism は 19 世紀のヨーロッパンで頻繁に使われた用語であ

り、この時期には奴隷解放運動や産業革命に伴う労働者階級の劣悪な生活状況を改善するための労

働運動その他の社会福祉運動などが産声をあげた。赤十字はこうした人道的気風の中で戦争犠牲者

の悲惨な状況に着目したアンリ・デュナン（1822～1910）のインスピレーションを介して誕生した。 

今日、赤十字の参加国は 190カ国にのぼり、文字通り国家、宗教、思想を超越した国際的な人道

機関としてその活動は世界中で広く知られている。 

しかし、この運動も当初は欧米先進諸国のみを文明国とみなす文明国標準主義による非西欧世界

への無理解や蔑視（野蛮視）と無縁ではなかった。例えば、1886年、日本が東洋で初めてジュネー

ヴ条約に加入した翌年、ドイツ・カールスルーエで開催された第四回赤十字国際会議に参加した日

本赤十字社代表は東洋世界に対する差別的偏見に直面する。この経緯は石黒忠悳の『懐旧九十年』

（岩波文庫）に詳述されている。また、赤十字がカルヴァン派プロテスタント発祥の地であるジュ
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ネーヴで誕生したことも、当初、カトリックの総本山ヴァチカンから猜疑の目で見られていたよう

だ。 

人道主義は、今日では世界人類が共有する普遍的価値の一部として認知されている感があるが、

この理念を基調とする運動が東洋、イスラム世界、アフリカなどの異文化を取り込み拡散してゆく

には、宗教的、民族的な相違を柔軟に吸収していった赤十字の 150年の積み重ねがあった。 

２．異文化との遭遇と赤十字の進化 

1865年 7月 5日、オスマン帝国（トルコ）政府は、西欧キリスト教文化圏以外で初めてジュネー

ヴ条約に加入した。しかし、露土戦争の開戦前の 1876年 11月、条約寄託国スイス政府に対し、ト

ルコは衛生部隊の保護標章として白地に赤新月（赤い三日月）標章を使用することを通告した。「（赤

十字標章には）イスラム教徒の兵士が嫌悪感を抱くため、トルコはジュネーヴ条約上の権利行使を

妨げられてきた」というのが理由だった。 

ロシア、オーストリア・ハンガリーは、国家的、宗教的紋章を中立と保護の標章に用いることの

危険性を指摘した。赤十字国際委員会（ICRC）も宗教的紋章を各国が採用するようになった場合、

世界共通のシンボルとしての赤十字は民族的、宗教的心情の対立に巻き込まれかねないことを憂慮

した。しかし、開戦間近の状況に鑑み、トルコの主張を認めることが傷病者の利益になるとの判断

から 1876年末、赤新月標章の使用を公認することを決した。これが今日、イスラム教国の多くが採

用する赤新月標章の起源であるが、この判断がその後、赤十字の標章を巡る国家的、宗教的議論の

火種となった。例えば、インド（「法輪」を主張）、アフガニスタン(「赤い門」を主張)、イラン（「王

家の紋章」を主張）、レバノン（「レバノン杉」を主張）、イスラエル（「ダビデの赤い盾」を主張）

などの国々は独自の宗教的、国家的なシンボルを赤十字組織の標章として使用することを求めたが

結局承認されることはなかった。こうした反省からその後の国際会議において、アメリカ代表等か

らいかなる宗教、国家にも受入れ可能な一層普遍的な標章を採用すべきとの提案がなされた。更に

1906年のジュネーヴ条約は初めて、赤十字標章には宗教的な意味がないことを条文で明記し、標章

を巡る議論に終止符が打たれたかに思われた。 

しかし、イスラエルは 1948年の建国以来、独自のダビデの紋章の使用に固執し続け、そのため国

際赤十字への参加が実現しなかった。アメリカの外交的支援を得たイスラエルは、2005年、新たに

追加された標章「赤のクリスタル（Red Crystal）」の使用を認めるジュネーヴ第三議定書を批准した

ことで赤十字への加盟が実現し、標章を巡る長年の宗教的議論に最終的な解決策が見出されること

となった。 

３．衝突する正義と人道の試練 

赤十字は戦時の中立な国際的救護機関として、宗教紛争、民族紛争などその原因を問わず、あら

ゆる武力紛争の犠牲者の保護救済に当たってきた。しかし、1990年代の冷戦終結後は、民族的、宗

教的紛争が多発するようになり、19世紀以降発展してきた戦争法の原則を無視するテロなど、民間

人への無差別攻撃、病院、学校などの民間施設への攻撃、化学兵器による攻撃、捕虜や拘束者の虐

待や殺害、人間の盾、人道支援要員への攻撃、文化財・宗教施設の破壊など国際人道法の違反行為
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（戦争犯罪、人道に対する罪など）が多発するようになった。 

また 2001年の同時多発テロ以降は、テロとの戦争を巡り、西欧諸国対イスラム過激集団との暴力

の連鎖が止まることなく、国際法を無視した紛争と暴力が人道機関の活動に大きな試練を与えるこ

ととなる。ソマリア紛争では人道活動が襲撃の対象になり、円滑な援助が困難になり、人道活動の

武装警護の必要性が議論された。また、2011年からのシリア内戦では、救護活動に当たるシリア赤

新月社のボランティアなど 54人が命を落としている。また国境なき医師団の病院への爆撃、イスラ

ム過激武装集団による人道機関への攻撃など、人道支援活動は困難を強いられている。 

これらの民族的、宗教的な武力紛争は、それぞれのアイデンティティの回復を目指す闘争の側面

を持つことから、「アイデンティティ戦争」と表現できるかもしれない。こうした民族的、宗教的主

張の背後には、それを正当化するための各自の正義論があり、それはテロや悪の枢軸に対する「文

明の戦い」を喧伝する欧米の論理にも同様に見られる。こうした「衝突する正義」の間で、赤十字

はキケロ的正義 1ともいえるいかなる正義とも対立しない「衝突なき正義」としての人道主義を貫

くことで国際社会の共感を得、それが活動を支える正当性の根拠となってきた。 

４．テロとの戦いの諸相 

あらゆる暴力は自らの正義（正当性）を主張するように、国家、民族、宗教集団が構ずる自己保

存のための手段は自然権の一部として正当化される、とするのがマキャベリ的な国家理性論であり、

この主張は今日の正義を巡る闘争にも見出せる。 

またアイデンティティを巡る衝突の多くが西欧対イスラムという宗教的な対立として語られがち

だが、むしろその本質は宗教問題ではなくグローバル化に伴う格差や貧困、価値の一元化などが生

み出した矛盾の問題と見るべきである。宗教は、闘争の大義（正当性）や敵愾心を増幅する手段と

して利用され、宗教的過激主義には、ある種のメシアニズム(救世主待望論)が共通に見られる。彼

らは異教徒による邪悪な世界秩序を破壊した先に自らの宗教信条を具現化する新たな秩序の到来を

願望している。同時に殉教者の天国救済論が見られ、自爆テロリストらを異教徒との戦いにおける

殉教者と見做し、彼らは天国で祝福されると信じる。これらのマインドはイスラム教徒に限らない。

北アイルランド紛争や米国のオクラホマ連邦ビル爆破テロは共にキリスト教徒による行為であり、

過激主義は特定の宗教に特徴的な現象ではない。特に問題とすべきは、こうした心理を誘導し憎悪

や対立を扇動しようとする宗教的、政治的指導者たちの責任である。 

その一方で過度に宗教紛争を過大視することにも冷静であるべきように思う。本シンポジウムは

宗教の相克がテーマであるが、歴史的に見れば宗教紛争よりも革命闘争や国家主義的思想・イデオ

ロギーに基づく闘争の犠牲者の方が遥かに多い。20世紀の共産主義革命や政治的粛清、文化大革命、

ポルポト派の虐殺、その他の思想的闘争の犠牲者は 1億人に達し２０世紀の戦争犠牲者数と拮抗し、

宗教紛争のそれを遥かに上回る 2。紛争や闘争の犠牲者という視点からは、国家間戦争の犠牲者や

革命運動や粛清など国家が全面に押し出される戦争が何といっても人類最大の惨劇をもたらすとい

うべきだろう。 
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５.不寛容な時代の病理 

今日のアイデンティティを巡る闘争は、啓蒙思想の系譜の中で発展してきた西欧的な近代文明の

あり方から当然、帰結的に生じた地球世界の「生活習慣病」とみることができる。したがって、そ

の根本的治療には地球文明の生活習慣の改善以外にない。格差や不公平を生み出してきた文明のあ

り方を問い直し、より公平、公正な社会を生み出す世界秩序の構築こそが宗教的、民族的紛争の永

続的解決の決め手となるのではないか。西欧が主導してきた近代世界システムの構造的な危機を指

摘し、その長期的継続は不可能というI.ウォーラーステイン(NY州立大名誉教授) 3が到来を予見する

新たな世界システムとは、今日の衝突の元凶となる対立、差別、軋轢を生まない「人に優しい世界

システム」とならねばならない。 

さらに宗教的不寛容を考える時、個人の宗教的道徳観と集団の宗教的正義の乖離について理解す

る必要がある。ジョン・テイラーは 2005年の『宗教は文明の衝突を回避できるか』4の講演の中で、

「キリスト教もイスラム教も寛容と平和の原則を教えているのになぜ、こうした過激主義が起きる

のか」と問いかけるが、問題は個人の宗教的道徳心を無意味にする国家、宗教集団の集団的正義・

道徳の問題である。そこでは個人の道徳観は国家、集団の影に埋没し、無力化してしまう。 

６．共生社会への視座 

世界の諸宗教が共存共生するためには、信仰者個人の人間性の中に人間の基本的欲求や願いに視

座を置いた人道主義的な人間観を世界の人々の心の中に育む必要がある。どのような世界でも人々

の基本的な願いとは、①誰もが最低限の人間的生活を享受できる社会の実現であり、具体的には生

存の最低基準としての「命と尊厳が守られ、苦痛からの自由」が保障される社会である。さらに②

誰もが自分らしく生きることのできる、それぞれのアイデンティティが尊重される社会である。人

は単に生きるだけではなく、“自分らしく”生きたいと願っている。各自が自己のアイデンティティ

（宗教、民族的生活習慣）を尊重されるとは、各自が「慣れ親しんだ棲家,生活習慣（ethnos）」の中

で安らげる社会を意味する。そして③誰もが公平に差別なく扱われることを願うという意味で公平

公正な社会の実現は特に重要となる。赤十字が世界で受容されてきた理由はこの立場を一貫して世

界に訴えてきたからである。 

こうした人間の基本的欲求を倫理の基礎に据えた文明間倫理をグローバルな倫理、正義とするな

らば、共生社会が依拠する規範は、人道主義を基軸として構築されるように思われる。それは人間

の基本的な生存要求を保障しようとする人道主義の「つつましやかな要求」であり、この要求を擁

護し、実現することを善とみなす正義こそが「衝突なき正義」なのではないか。その上で我々に求

められることは、宗教の相違は対立の本質的要素ではないという認識であり、格差と不平等のない

公平な社会へのコミットであると思われる。『テロリズム』（岩波書店）の著者 C・タウンゼントは、

「健全な市民社会の要素」として寛容、穏健、理性、非暴力をあげている。これは宗教に特有な絶

対帰依の思想と両立できるか難しさはあるが、その困難を克服できるとしたら、それは宗教的マイ

ンドの一隅に「健全な市民的要素」としての「善き人間性」を育てる以外に道はない。そうした価

値を体現するキケロのいう「善き人間性」は、あらゆるアイデンティティの相違、偏見、差別、憎

悪を乗り越えて人々の間に融和と調和をもたらす力となるのではないだろうか。国民や民族の教育
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がそれぞれ固有の国家的、民族的、宗教的文脈の中で行われるという事実を認めるとしても、教育

という手段により「善き人間性」を人類が共有しない限り、人類共生の未来は望めないだろう。 

 

註
 
1 『法律について』でキケロは、ポリスにより異なる正義は結局、自然法に由来し、「すべての人間はある
種の自然な親切と情愛によって、さらに法を共有することによって、一つに結ばれている」とし、人間
の本質は同じと考えた。（『世界の名著 13』中央公論社） 

2 ステファン・クルトワ編『共産主義黒書』（1997）ちくま学芸文庫 

3 朝日新聞 2016年 11月 11日朝刊。 

4 2005年 5月 28日開催の愛地球博国際シンポジウム基調講演。 
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宗教の言説と文化的・歴史的文脈 

 

廣澤隆之（大正大学） 

 

はじめに 

今回のシンポジウムでは宗教が関与する対立と抗争が激化する現代において、その対立を助長す

る異なった複数の宗教が共存できる可能性を探る、という課題が私に与えられた。正直に告白する

と、この難問に対して私にはほとんど発言すべき言葉が見つからなかった。なぜなら人類が存続す

る限り対立と抗争は止むことがないという絶望感を私は平素から懐いており、そしてまた人類は常

に宗教あるいは宗教的なるものを捨てることができないという確信をも懐いているからである。宗

教が存在し続けるなら対立と抗争を止めることがない人間社会では宗教はその戦いの場でさまざま

に機能すると思われる。

やっかいなことに、人間は戦争を嫌い平和を求めるために戦争を繰り返してきた。平和を実現す

るために、その障害となる悪を克服する戦争が有史以来繰り返されてきた。しかし善と悪との対立

も、所詮は人間の愚かしい価値判断によるのである。悪とされた社会集団も自らを善と価値付け、

敵を悪と見なしているのである。善悪は価値判断であり、しかもその根拠は多くの場合に宗教ある

いは宗教的なるものに求められている。したがって他者を否定する戦いは多くの場合に宗教的理念

の言説で導かれる。

たとえば、かつて全世界を震撼させた２００１年の同時多発テロの後に、アルカーイダを殲滅す

ることを目標としたアメリカ軍によるアフガニスタン空爆が行われたが、その攻撃を正当化するブ

ッシュ大統領は演説で正義 justiceを強く主張した。欧米人が強く意識するこの justiceという観念は

その起源を新約聖書のギリシア語 dikaiosyneeに求められるキリスト教神学に由来する。

このように行為規範として宗教が求められるなら、戦争はしばしば宗教間の争いの様相と理解さ

れる。しかし戦争など人間の対立抗争はその理念的根拠を宗教に求めたとしても、実態としては政

治的あるいは経済的動機がその現実化の原因となっているといえる。極端な宗教間抗争も世俗的欲

求を満たす動機を秘めている場合がほとんどである。

宗教に起因する対立抗争と見られがちな現象も宗教教理を詮索することでは理解できないであろ

う。しかし対立抗争が宗教間の対立の図式となっている場合も多いのであり、その対立抗争を終息

させるために宗教がどのような役割を担うのかは真剣に論じられねばならない。

さてこのように問題を俯瞰し、そこに仏教はどのように関わるべきであるか、あるいは無関心を

保つのか、といった考察を試みてみたい。ただしここではしばしばこのような論考をするために余

計な仏教教理の解説は省くことにする。また、仏教教理学特有の難解な術語の使用をできるだけ控

え、仏教を学ぶ立場の外に向かって問題提起をしたい。しかし私の論考の大乗仏教の基本的な教理

学にもとづく。
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２．先鋭的宗教と文明の相剋 

ハンチントンの例を出すまでもなく、人類が築いた世界史的な文明が相互に衝突し、深刻な状況

をもたらしている例は数多くある。そのうちで現代社会において最も先鋭的な形で問われているの

が欧米の文明社会とイスラームの関係であろう。またそれに関連するイスラーム国家間の（それは

往々にしてスンニ派とシーア派の対立と並行的である）対立も深刻である。

このような対立抗争は西洋近代が実現した世俗的世界認識と伝統的な宗教的世界観の相剋とも考

えられる。すなわち、西洋近代は十七世紀の科学革命を基礎に世界認識を根本的に変革し、近代社

会を成立させてきた。それは科学のことがらであるにとどまらず、人間存在についての根本的な了

解のしかたが変化したことでもある。科学知をもたらす思惟能力、理性をそなえる人間を中心に世

界を把握するようになる。そして理性的人間の集団として社会思想も構築される。換言するなら神

に属する理性が地に下り、人間にその本質を見るようになったのである。そのような人間が中心に

なる世界こそ神を離れた世俗といえる。すなわち近代とは世俗の徹底として文明を作り上げたので

ある。

しかし伝統的な宗教世界においては人間は理性的に自立しておらず神の支配のもとに生きるので

ある。したがって神の命令あるいは神との契約に忠実に生きることが求められる。それゆえ生きる

ための規範はすべて神との関係において決定される。このことが最も明確に示されているのは『ク

ルアーン』であろう。そこでは立法と司法は唯一神が所管するのであり、行政も神から与えられた

規範を遵守するものでなければならない。

ところが世俗社会では理性的に自立した人間の生存の条件を「自然」ととらえ、そこに人間であ

ることの基礎を認めた。その価値こそ自由・平等そして人権といった観念として欧米社会を超えた

普遍的価値と認められている。しかしそれらの観念が普遍的であるという現代社会の常識も宗教的

世界と対比させれば普遍性が保障できない。

このように世俗主義と宗教的規範意識が鋭く対立する壁に欧米社会は直面しているように思える。

３．仏教思想の特徴 

さて、それでは仏教の思想では、このように欧米あるいはイスラームで強く意識される社会的規

範が準備されているのであろうか。そのことを考えるヒントとしてプロテスタント神学者の P. ティ

リッヒを私は思い起こす。彼は日本において哲学者や仏教僧侶（禅宗僧侶）と対話をし、帰国後に

『キリスト教＝仏教対話』（邦訳は桜楓社刊）にまとめて公刊した。そこで彼はキリスト教では目的

（telos）を神の国に定め、その理想を人間社会に実現させようとするが、仏教では目的を涅槃に求

めるので「無」が理想となるという。このような理解に疑問があるとはいえ、彼は無を理想とする

仏教思想には社会に関与し、世界を変革する動機が見られないと考え、果たして日本に民主主義が

定着するであろうかという問いかけをする。

この彼の指摘はある意味で妥当であろう。すなわち仏教は直截にいえば社会思想を用意していな

いと考えられる。たしかに大乗仏教では利他行に邁進する菩薩であることの自覚が修行の眼目であ

り、社会への積極的な関与が重要とされる。しかし仏教教理では関与すべき社会を思想的に体系化

することはしない。むしろ関与する人間社会において、その社会性がはぎ取られ、人間社会に生き
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る宿命的な迷いや苦悩を克服することに主眼をおいている。したがって仏教にはキリスト教やイス

ラームのように社会思想、あるいは社会規範が具体的に説かれない。

その一例として、ここでは「法 dharma」の観念を考えてみたい。そもそも古代インドあるいはヒ

ンドゥー社会では「法 dharma」は『ダルマシャーストラ』や『マヌ法典』にみられるように社会を

維持する規範となる正義の意味をそなえていた。しかし仏教ではこの語が維持を意味するところを

取り込んで、人間存在を維持する構成要素、ひいては「存在軌範」を「法 dharma」と理解する教理

学が展開された。たとえば生命体を構成する要素、すなわち存在軌範として色・受・想・行・識の

五蘊を設定する。そしてそのいずれの「法 dharma」にもアートマンが認められないので諸法無我を

説く。

このような存在軌範となる「法 dharma」の相互連関を系統的に把握する学問としてアビダルマ仏

教が展開した。ここでその教理学を詳細に述べることは控えるが、注目すべきある重要な観点を述

べておきたい。

この「法 dharma」の解釈についての議論に不満があった和辻哲郎は『原始仏教の実践哲学』をは

じめ種々の論文で重要な論考を加えている。そこで和辻は「法 dharma」を「エイドスの如きもの」

と理解している。この場合の「エイドス」はプラトンの思想から導き出したと推測され、それは「イ

デア」とも考えて差し支えないであろう。

プラトンのイデアの如く、アビダルマ仏教では「法 dharma」を実在と考え、その存在軌範のさま

ざまな連関で人間存在が成立すると考えていた。そして「法 dharma」の相互連関を詳細に考察し、

釈尊の説法の真意を求めようとしたのである。しかし大乗仏教では般若経を嚆矢として、この「法

dharma」の実在性を認めず、それらの観念は言語による虚構（戯論）にすぎないとした。そしてこ

の言語による虚構が消滅した状態（空性）に到達することを目標とする修行の体系を構築した。

このように大乗仏教思想においては宗教体験と言語の関係に焦点をあてた教理学が展開するので、

そのことを念頭におき、さらにはその言語と社会思想との関係を視野に入れつつ問題提起を続けた

い。そのために中国の天台教理学に決定的な影響を与えた龍樹の思想をとりだし、この問題を考え

てみたい。

４．体験とその表現としての言語の関係 

空性思想の理論体系を構築した龍樹は『中論』において体験と言語の関係をさまざまな角度から

論じるが、その最も中核となる思想がその著作の第二十四章（観四諦品）第八偈に示されている。

dve satye samupāśritya buddhānāṃ dharmadeśanā/

lokasṃvṛtisatyaṃ ca satyaṃ ca paramārthataḥ//24-8 

鳩摩羅什訳 諸仏依二諦 為衆生説法 一以世俗諦 二第一義諦

私訳    二つの諦にもとづいて諸仏の法の説示がある。

      世俗諦と勝義としての諦とである。

ここでいう世俗とは教理学によれば「約束のとりきめ」の手段である言語慣習（vyavahāra、言説）

であり、それは言語を基礎とする日常生活である。言語体系を基礎とする日常的な人間活動として
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の文化ととらえても構わないであろう。すなわち世界認識の文化的基礎としての言語慣習を世俗と

いうのである。そこで把握される現実あるいは実態を諦というのである（ちなみに学界では「諦 satya」

を「真理」と訳す常識があるが、私見によれば妥当ではない）。この世俗諦と対比して「勝義として

の諦（第一義諦）」が想定されている。この勝義（paramārtha、第一義）とは字義通りには「究極の

目的」のことであり、それは釈尊の菩提樹下における究極の体験という現実（satya、諦）のことで

ある。

すなわち宗教的言語は文化的・歴史的制約を受ける日常言語にもとづき、しかも言語化される以

前の究極の体験の現実が表出されたものである。ここに世俗諦＝言語領域と勝義諦＝非言語領域の

二項関係として宗教的リアリティは理解されている。すなわち言語化される以前に究極的なリアリ

ティが体験され、その体験を日常言語のなかに表出する、その総体が宗教を成立させているといえ

よう。

そして日常言語は究極的なリアリティそのものを指示するにすぎず、言語は体験から乖離してい

ることは仏教では強く意識されている。有名な「筏の喩え」もこのような世俗諦という言語に対す

る仏教の見解とも理解できる。仏が示した「法 dharma」も究極の目的に到達するために言語によっ

て指示されたのである。「筏は、向こう岸に無事に渡れば、・・・中略・・・それ以後は担いで持ち

運ばれるものでは無く、そこに置いておくべきものである」（片山一良訳『中部（マッジマニカーヤ）

根本五十経篇』Ⅰpp.29-30）とされる。すなわち言語は便宜的なものである。文化的・歴史的な文

脈での「約束の取り決め」として便宜的なのである。

それゆえこのような言語化された「法 dharma」は「執着されるべきではない」（前掲書）とされ

る。実は、この示された言語表現への執着を離れることは、今回のシンポジウムにおける重要な問

題提起になるのではないかと考えられる。というのも、教義学を体系づけた宗教は言語表現された

「真理」を掲げ、自己の立場の優位性を確定しようとする。しかし「真理」という観念は自己主張

を増幅させ人間を争いに巻き込む危うさを内包している。

そもそも真理は言語による実在の探究、「ロゴスにしたがって katalogos」探究され解明された事

態である。言語把握された実在の論理的整合性が妥当と承認された事態が真理とされる。

ところが仏教で究極の目的 paramārtha、真実在は言語領域にはなく、非言語領域の究極的な体験

的事実とされるのである。このような非言語的実在把握について、井筒俊彦は『意識と本質』の副

題に示すように「精神的東洋」の思想的特徴であると見る。井筒によればこのような「精神的東洋」

は思想の歴史的連関を捨象し、文化的・歴史的文脈に規制される言語表現を超えた実在把握を求め

ることであるという。端的にいえば、仏教では言語にもとづく論理探究における整合性を究極的な

真実と見なさないのであるから、仏教は真理を主張する宗教ではないといえよう。

このように便宜的指示機能としての言語の文化的・歴史的文脈の制約を超えた宗教の体験的事実

は、神秘主義において明瞭であると思われる。そのことは R.オットーが『西と東の神秘主義』で示

したとおりである。そして R.オットーは『聖なるもの』においてヌミノーゼという非合理な宗教感

情・体験を言語的に合理化する機能に注目し、合理（言語領域）と非合理（非言語領域）の複合と

して宗教が成り立つことを示している。

このように宗教における神秘体験を尊重すれば、真理の妥当性をもって主張をぶつけ合うような

教義論争、宗教間の理念的な真理論争は宗教における本質的なものではないといえる。
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５．宗教体験の価値づけ 

先に示した R.オットーの『聖なるもの』は宗教の合理的側面を解釈するのではなく、人間に本来

的にそなわっている非合理な要素である宗教感情をヌミノーゼとして把握する画期的な視点を提示

している。そこで列挙される宗教感情の表現の多くは『旧約聖書』から引き出されており、すべて

の宗教を彼の示す宗教感情の形式にあてはめて理解することは妥当ではないが、言語的に論理化す

る以前の宗教的な原体験を指示する考察として有効であると思われる。とりわけ宗教の本質として

非合理的要素を取りあげていることを評価したい。

この非合理的な要素は R.オットーがいうように宗教感情というよりも神秘体験として理解する

ことも可能であろう。いかなる宗教も、その根源において日常を超える神秘体験を基礎にしている

のであり、その神秘への共感が種々の宗教的言説を成り立たせているともいえる。その宗教的言説

は文化的・歴史的文脈のなかで成立するが、その根源には歴然とした宗教体験があるといえる。

この神秘的な宗教体験への配慮をすることなく、宗教的言説を教理的基準で価値づけることは宗

教を理解する前提を見失うことになるであろう。

しかも人知を超えた絶対的な実在を体験的に受けとめる神秘体験は言語の制約を受けることがな

い。したがって異なる宗教であっても神秘体験そのものは通底している。そのことはすでに R.オッ

トーが『西と東の神秘主義』でキリスト教の神秘主義者である M.エックハルトとインドのヴェーダ

ーンタ哲学のシャンカラを並べ立てて論じたことでも知ることができる。さらには井筒俊彦が「精

神的東洋」として提示したのもイスラーム神秘主義や老荘思想、そして仏教思想も、さらにはプロ

チノスの思想までも包括する言語化される以前の宗教的な原体験といえるものである。このような

視点を重視するならば、もはや宗教的相剋としてしばしば議論されるような宗教間論争などの議論

とは異なった方向を求めることができるであろう。

端的にいえば、異なった宗教間での真偽論争、真理論争とは異なり、いずれの宗教であっても深

い神秘体験によって現れ出る人格への謙虚な敬意こそ必要なのではあるまいか。言い換えれば文化

的・歴史的文脈から離れた人間的本質、体験的事実を尊重することが求められるのではなかろうか。

たしかに体験は言語化されれば文化的・歴史的文脈に組み込まれる運命にある。そしてそのよう

な言語化によって構成された信念体系は宗教に構成に欠かせない。しかしそのような言語化される

以前の体験的事実へと志向する立場を確保すれば異なった宗教間における異なった信念体系を自ら

の信念体系を基準にして価値づける以前に、異なった宗教における神秘体験、信仰の態度への敬意

があれば、それだけでも宗教間の対話の可能性は開かれるであろう。それは宗教の言説空間におけ

る異宗教間の相互理解、あるいは宗教における寛容などといった議論とは異なるはずである。

宗教言説空間での宗教間対話は相互に理性をもって相互理解をめざすのである。それを鎌田繁に

倣って「ロゴス的対話」としよう。それに対して言説化以前の神秘体験を相互に確認し合う霊的交

わりは「非ロゴス的対話」と見なせる。そしてこの「ロゴス的対話から非ロゴス的対話」へと方向

を定めることが異なった宗教の共存の可能性を探ることにもなると思える。（鎌田繁「諸宗教の共生

とイスラーム」、『ベルリン日独センター報告集』第三十一号、2005）

しかし共存の可能性を探るということと、宗教間対立を解消する現実的方策が両立するとは思え

ない。なぜなら文化的・歴史的文脈に組み込まれた言説はそれぞれの文化的価値体系に組み込まれ

るということでもある。そして人間は文化的・歴史的に闘争を生み出す宿命を担っているように思
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える。

人類はその歴史の初めから平和を求めて戦争に明け暮れてきたいえる。その要因は多くの場合、

経済的配分の不公平などへの不満であったり、正義をかざす闘争であったりする。政治的にも経済

的にも人間は闘争を繰り返す歴史を生きる宿命にあるのかもしれない。そしてその闘争を合理化す

るために社会規範・生活規範となる特定の宗教の教理を引き合いにだす。それゆえ多くの闘争は宗

教間の争いと思われてしまう。しかし、政治的・経済的現実を視野に入れれば、宗教間対立と思わ

れる状況は違った視点から理解できるであろう。

人間は集団を形成し経済的に生きるかぎり争いを解消できない。しかし、そのような宿命的な人

間の現実を超える宗教体験は可能であるといえよう。
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RELIGIOUS VIOLENCE IN INDIA WITH SPECIAL  

REFERENCE OF HINDU AND MUSLIM 

Koppula Victor Babu 

 

Abstract 

In today's world, religion and violence are often seen as phenomena that go hand in hand. Many religions 

are labeled as inherently violent and Western, secularized countries often condemn the close relationship 

between religion and politics in many non-Western countries as a breeding ground for violent extremism. A 

great deal of research has been done into the role of religion in extremist violence, war and rioting, which 

will be discussed further in this paper. Less attention, however, has been paid to the role of religion in 

bringing an end to violence and in promoting reconciliation. In my view, it is important to examine both 

together in order to fully understand the ambivalent nature of religion. Religion has been described as a 

double-edged sword which can promote and has promoted both violence and peace. 

At present day human beings are living on the edge of the sword, because of everywhere in the society or 

country people looking forward to harm, injury and always afflicting nature towards others. Because of these 

activities there is growth of telling illegal lie, deceiving, cheating viz. Hence criminal indulgences such as we 

are developed in the field of technology and scientific field. Why we don’t lead peaceful harmonious life in 

the society? Now we are completed 21th century we are already facing painful situation by the growth of 

population. Due to this we as human beings have been polluted air, water and earth in the name of 

development. 

Conflict between Muslims and Hindus is perhaps nowhere more acute than in India, where historically 

Hindu and Muslim populations have struggled with co-existence. This conflict is not merely a matter of 

incompatible theologies; it also has to do with clashing lifestyles. In Muslim and Hindu societies there are 

differences, for example, in social expectations and behavior, diet and views on gender, which can make 

harmonious co-existence challenging for these two religious groups. 

Overview of Hinduism 

Hinduism is one of the largest and oldest world religions. There are approximately 900 million Hindus in 

the world today, most of whom live in India. As the BBC points out, Hinduism is a difficult religion to 

describe and understand, since it has "no single founder, no single scripture and no commonly agreed set of 

teaching." The BBC notes that it is perhaps easier think of Hinduism as a "way of life" rather than as a 

religion. In general, it can be said of Hindus that they follow and revere the Veda, a set of religious texts; that 

they believe in karma and reincarnation; and that they believe in a supreme god or type of divine energy -- 

Brahman -- along with a triumvirate of major gods -- Shiva, Vishnu and Brahma -- and many other gods and 

国際哲学研究 6号 2017　　25



 

 

goddesses who are manifestations of the divine energy. 

Overview of Islam 

Islam was founded in the early 7th Century by the Prophet Muhammad, whom Muslims revere as God's 

messenger. For Muslims, the divine revelations given to Muhammad and ultimately written down as the holy 

book known as the Quran, constitute God's final and perfect message to humanity, a culmination of the 

revelations found in preceding texts such as the Old and New Testaments. Fundamental to the Islamic faith -- 

and in sharp contrast to Hindu beliefs -- is the assertion that there is only one God. 

Conflicting Faith 

Hinduism and Islam differ on the matter of tolerance of other faiths. Hinduism is fundamentally a tolerant 

religion, respectful of other faiths and what the Encyclopedia of Religion and Society describes as their 

"diverse paths to the ultimate." One of the ideals of Hinduism is "Ahimsa," which means that a Hindu should 

strive to do no harm to any living thing; Hindu holy texts contain some of humankind's earliest writings on 

peace. Islam, on the other hand, has historically been a more militant religion, with expansion, conquest and 

conversion as central tenets of the faith. One of the requirements of all Muslims is "jihad," or struggle. This 

can refer to a personal struggle to overcome evil, but can also mean "holy war" and being in a state of 

conflict with unbelievers. 

Conflicting Lifestyles 

One key lifestyle difference between Muslims and Hindus involves gender. Perhaps because of the 

prominence given to female gods in Hindu holy texts, Hindu women are not socially restricted in the same 

way Muslim women are in certain societies. However, many of the same socioeconomic problems do affect 

women of both faiths, including poverty, lack of education and abuse. Muslims and Hindus also cannot easily 

intermarry, and in some cultures risk death by doing so. In terms of other socioeconomic differences, Hindus 

place more emphasis on the caste system, a rigidly-defined social hierarchy that places limits on a person's 

social mobility and employment. Secularism -- the separation of religion and state -- is also more readily 

tolerated in Hindu culture than in most Islamic cultures. 

 

I would like to discuss the conflicts between two religions and results of past and present. What are the 

reasons for creating violence in both religions and remedies.  

  

26　　�「現代社会が直面する宗教問題」第 1回研究会報告



 

 

Full paper 

Introduction  

Religion has a dual legacy in human history regarding peace and violence. Conflict resolution theory must 

examine more systematically the decision-making of religious actors and leaders in order for strategies of 

peacemaking to be effective in the relevant contexts. It is the argument here that the study of religion and 

conflict resolution will yield an important new field of inquiry. A series of topics need to be addressed, 

including the mixture of religious and pragmatic motivations in behavior, the struggle between 

intracommunal moral values and other traditional values that generate conflict, multifaith dialogue and 

pluralism as conflict resolution strategies, the sociopolitical impact of religious leadership on conflict 

generation and resolution, the limited scope of religious ethics in regard to the rejection of nonbelievers and 

traditional outgroups, and the promising role of interpretation of sacred tradition in generating peacemaking 

strategies.  

According to Mahatma Gandhi, the greatest proponent of non-violence in 20th century, it is not merely a 

personal virtue, so it ought to be cultivated at and extended to social, national and international levels. Most 

of the celebrities believe that Gandhian technique of non-violence can redeem today world. Global society is 

made up of constantly changing relationship, yet non -violence is still useful, since it springs from inner 

realization of the equality of all living beings and intimacy with nature of ecosphere. 

In Islam Qu'ran had a good intention about peace which mentions; "The servants of the Most Merciful are 

those who walk upon the earth easily, and when the ignorant address them [harshly], they say [words of] 

peace" and eat up not one another’s property unjustly (in any illegal way e.g. Stealing, robbing, deceiving, 

etc.),, nor give bribery to the rulers (judges before presenting your cases) that you may knowingly eat up a 

part of the property of others sinfully. Which is help to mention peace in the society it is duty of any one to 

support him. 

Hindu Scriptures are always wanted to implement concept of peace in the whole world this is quotation 

from (Yajur veda 36 Buddhist scripture) "May there be peace in the heavens, peace in the atmosphere, peace 

on the earth. Let there be coolness in the water, healing in the herbs and peace radiating from the trees. Let 

there be harmony in the planets and in the stars, and perfection in eternal knowledge. May everything in the 

universe be at peace. Let peace pervade everywhere, at all times. May I experience that peace within my own 

heart."  

Hinduism and Islam are the third and second most popular religions in the world respectively. They differ 

in many respects - including idol worship, monotheism and their history.  

Islam is a monotheistic Abrahamic religion, founded by Prophet Muhammad in the Middle East in the 7th 

century CE. Hinduism on the other hand is religious tradition that originated in the Indian subcontinent in 

the pre-classical era (1500–500 BCE) and does not have a specific founder.  
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Comparison of Belief system in both Religions  

 Hinduism Islam 

 

 
 

Life after death A constant cycle of reincarnation 

until enlightenment is reached. 

All beings created with reason will be 

accountable to God Almighty on the Day of 

Judgement. They will be rewarded for 

every atom's weight of good, and either 

forgiven or punished for evil deeds. 

Place of origin Indian Subcontinent Arabian Peninsula, Mecca at Mount 

Hira. 

Place of worship Temple (Mandir) Mosque/masjid, any place which is 

considered clean by Islamic standards. 

Practices Meditation, yoga, contemplation, 

yagna (communal worship), offerings 

in the temple. 

Five pillars: Testament that there is one 

God and Muhammad is his messenger 

(shahadah); prayer five times daily; fast 

during Ramadan; charity to the poor 

(zakat); pilgrimage (Hajj). 

Use of statues 

and pictures 

Common Images of God or prophets not permitted. 

Art takes the form of calligraphy, 

architecture etc. Muslims distinguish 

themselves from other groups by not 

drawing lifelike human works, which could 

be mistaken as idolatry. No image is 

representative of God 

Belief of God Many gods, but realize that they 

all come from Atman. 

Only one God (monotheism). God is the 

one True Creator. God has always existed, 

none existed before him and will exist 

forever. He transcends life and death. No 

part of His creation resembles Him, He 

cannot be seen, but sees all. 
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Muslims in India - With over 172 million followers (2011), Islam is the second-largest religion in India 

after Hinduism. Muslims are the second largest community after Hindus forming 14.6% of the total 

population in Republic of India. Although history of Islam religion in India dates back to 12th century, the 

nation is currently home to over 10% of the world’s Muslim population. After Indonesia and Pakistan, India 

is home to third largest Muslim population in the world. Muslims or people following Islam are significantly 

present in large numbers all over India. Almost half of Indian Muslims (47%) lives in 3 states of Uttar 

Pradesh, West Bengal and Bihar. Muslims forms an important part of religious population in India as it’s the 

second largest community after Hindus. Hindus and Muslims together form an integral part of vibrant Indian 

culture. 

Population of Muslim in India 2016 - Islam as a Religion has witnessed a sharp growth in its population 

in various states of India. According to data from Census of India, Muslim Population is estimated to be 184 

million in 2016. 

Hindu Population in India - India is known as birthplace of many religions but Hinduism is the most 

significant one. It is believed that Hindu Religion started in India many thousand years ago. Since then it has 

been the most dominant in Indian culture and society. With more than 79.8% population of Hindus in India, 

Hinduism has the largest number of followers in India. The overall population of India is dominant by Hindu 

Religion and its traditions. The Hindu religion is spread throughout the length and breadth of the country. 

Almost all the states and union territories in India have the larger number of Hindu Population. Madhya 

Pradesh and Orissa have more than 90% of people as Hindus. Rest 10% forms other religions like Muslims, 

Christians, Jains, and Sikhs and so on in these two states. There are Hindu fairs and festivals celebrated all 

throughout the year. The annual kumbh mela is attended by Millions of Hindus from India and worldwide. 

 

Hindu Population in India 

Total Population Hindu Population Proportion of Hindu Population in India 

1,028,610,328 (2001) 827,578,868 80.5% 

1,210,854,977 (2011) 966,345,841 79.8% 

1,288,727,391 (2015) 1,018,094,638 79% 

 

Violence against Muslims in India is a part of religious violence in India. There have been several 

instances of religious violence against Muslims since Partition of India in 1947, frequently in the form of 

violent attacks on Muslims by Hindu mobs that form a pattern of sporadic sectarian violence between the 

majority Hindu and minority Muslim communities. Over 10,000 people have been killed in Hindu-Muslim 

communal violence since 1950 in 6,933 instances of communal violence between 1954 and 1982.  

The causes of this violence against Muslims are varied. The roots are thought to lie in India's history – 

resentment toward the Islamic domination of India during the Middle Ages, policies established by the 

country's British colonizers, and the violent partition of India into a Islamic Pakistan and a secular India with 

a Muslim minority. Many scholars believe that incidents of anti-Muslim violence are politically motivated 
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and a part of the electoral strategy of mainstream political parties who are associated with Hindu nationalism 

like the Bharatiya Janata Party. Other scholars believe that the violence is not widespread but that it is 

restricted to certain urban areas because of local socio-political conditions.  

Manifestation 

Violence against Muslims is frequently in the form of mob attacks on Muslims by Hindus. These attacks 

are referred to as communal riots in India and are seen to be part of a pattern of sporadic sectarian violence 

between the majority Hindu and minority Muslim communities, and have also been connected to a rise in 

Islamophobia throughout the 20th century. Most incidents have occurred in the northern and western states of 

India, whereas communalist sentiment in the south and east is less pronounced. Among the largest incidents 

were Great Calcutta killings in 1946, Bihar and Garmukhteshwar in 1946 after Noakhali riot in East Bengal, 

the massacre of Muslims in Jammu in 1947, large-scale killing of Muslims following the Operation Polo in 

Hyderabad, anti-Muslim riots in Kolkata in the aftermath of 1950 Barisal Riots and 1964 East-Pakistan riots, 

1969 Gujarat riots, 1984 Bhiwandi riot, 1985 Gujarat riots, 1989 Bhagalpur riots, Bombay riots, Nellie in 

1983 and Gujarat riot in 2002 and 2013 Muzaffarnagar riots. These patterns of violence have been 

well-established since partition, with dozens of studies documenting instances of mass violence against 

minority groups. Over 10,000 people have been killed in Hindu-Muslim communal violence since 1950. 

According to official figures, there were 6,933 instances of communal violence between 1954 and 1982 and, 

between 1968 and 1980, there were 530 Hindus and 1,598 Muslims killed in a total of 3,949 instances of 

mass violence. In 1989, there were incidents of mass violence throughout the north of India. Praveen Swami 

believes these periodic acts of violence have "scarred India's post independence history" and have also 

hindered India's cause in Jammu and Kashmir with regard to the Kashmir conflict.  

The roots of this violence lie in India's history, stemming from lingering resentment toward the Islamic 

domination of India during the Middle Ages, policies established by the country's British colonizers, the 

violent partition of India into a Muslim Pakistan, and a secular India with a large but minority Muslim 

population. Some scholars have described incidents of anti-Muslim violence as politically motivated and 

organized and called them pogroms or acts of genocide, or a form of state terrorism with "organized political 

massacres" rather than mere "riots". Others argue that, although their community faces discrimination and 

violence, some Muslims have been highly successful, that the violence is not as widespread as it appears, but 

is restricted to certain urban areas because of local socio-political conditions, and there are many cities where 

Muslims and Hindus live peacefully together with almost no incidences of sectarian violence. In anti-Muslim 

riots in India there are three Muslims killed for one Hindu. The economic competition between Hindus and 

Muslims also results in planned riots where Muslim businesses are specifically targeted.  

Role of political parties 

Many social scientists feel that many of these acts of violence are institutionally supported, particularly by 

political parties and organizations connected to the Hindu nationalist volunteer organisation, Rashtriya 

30　　�「現代社会が直面する宗教問題」第 1回研究会報告



 

 

Swayamsevak Sangh (RSS). In particular, scholars fault the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Shiv Sena 

for complicity in these incidents of violence and of using violence against Muslims as a part of a larger 

electoral strategy. For example, research by Raheel Dhattiwala and Michael Biggs has stated that killings are 

far higher in areas where the BJP faces stiff electoral opposition than in areas in which it is already strong. In 

1989, the north of India saw an increase in orchestrated attacks on Muslims, and the BJP had further success 

in the local and state elections. The social anthropologist Stanley Jeyaraja Tambiah concludes that the 

violence in Bhagalpur in 1989, Hashimpura in 1987 and in Moradabad 1980 were organised killings. 

According to Ram Puniyani, the Shiv Sena were victorious in the elections due to the violence in the 1990s, 

and the BJP in Gujarat after the 2002 violence. Gyan Prakash, however, cautions that the BJP's actions in 

Gujarat do not equate to the entirety of India, and it remains to be seen if the Hindutva movement has been 

successful in the deployment of this strategy nationwide. 

Economic and cultural factors 

Hindu nationalists use the historical subjugation of India by Muslims as an excuse for violence. Their view 

is that these conquerors had raped Hindu women and destroyed places of worship. They feel that, since the 

Partition, Indian Muslims are allied to Pakistan and are possible terrorists and, therefore, the Hindus must 

take revenge for these past wrongs and reassert their pride. The higher fertility rate among Muslims has been 

a recurring theme in the Hindu Right's rhetoric. They claim that the higher birth rate among Muslims is part 

of a plan to turn the Hindus into a minority within their own country.  

Another reason given for these outbreaks of violence is the upward mobility of the lower castes caused by 

the expansion of the economy. The violence has become a substitute for class tensions. Nationalists, rather 

than deal with the claims from the lower class, instead view Muslims and Christians as not "fully Indian" due 

to their religion, and portray those who carry out these attacks as "heroes" that defended the majority from 

"anti-nationals". Muslims are viewed as suspect and their loyalty to the state is questioned because of the 

ill-will still prevalent after the violence during partition. According to Omar Khalidi: 

Anti-Muslim violence is planned and executed to render Muslims economically and socially crippled and, 

as a final outcome of that economic and social backwardness, assimilating them into lower rungs of Hindu 

society.  

Cultural nationalism has also been given as a reason for instances of violence carried out by Shiv Sena 

which initially claimed to speak for the people of Maharashtra, but quickly turned their rhetoric to inciting 

violence against Muslims. The Shiv Sena were complicit in the violence in 1984 in the town of Bhiwandi, 

and again in the violence in Bombay in 1992 and 1993. In both of these instances, Sena had help from the 

police and local officials. Violence has been incited by Sena in 1971 and 1986. According to Sudipta Kaviraj, 

the Vishva Hindu Parishad (VHP) are still engaged in the religious conflicts which began in the medieval 

times.  

Anti-Muslim violence creates a security risk for Hindus residing outside of India. Since the 1950s, there 

have been retaliatory attacks on Hindus in Pakistan and Bangladesh in response to anti-Muslim violence in 

India. After the 1992 violence in Bombay, Hindu temples were attacked in Britain, Dubai and Thailand. This 
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recurring violence has become a rigidly conventional pattern which has created a divide between the Muslim 

and Hindu communities.  

Jamaat-e-Islami Hind has spoken out against these communal clashes, as it believes that the violence not 

only impacts upon Muslims, but India as a whole, and that these riots are damaging to India's progress. In 

Gujarat, the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) was used in incidents pertaining to 

communal violence in 1992 and 1993. The majority of those arrested under the act were Muslim. Conversely, 

TADA was not used after the violence carried out against Muslims during the Bombay riots.  

Demographics 

The BJP politicians, as well as those of other parties, argue that demographics play an essential role in 

Indian elections. The BJP believe that the higher the number of Muslims within a constituency, the higher are 

the chances of centrist parties to acquiesce to minority groups' requests, which lowers the chances of 

Muslims "building bridges" with their Hindu neighbours. As such, according to this argument "Muslim 

appeasement" is the root cause of communal violence. Susanne and Lloyd Rudolph argue that the economic 

disparity is a reason for the aggression shown towards Muslims by Hindus. As India's economy expanded due 

to globalization and investment from overseas companies, the expectations of the Hindu population were not 

matched by the opportunities. Hindu nationalists then encouraged the perception of Muslims as the source of 

the Hindus' troubles.  

The actions of anti-Hindu and anti-India militant groups in Kashmir and Pakistan have reinforced 

anti-Muslim feelings in India, which has strengthened the Hindu Right. The Hindutva discourse portrays 

Muslims as traitors and state enemies, whose patriotism is suspected. Sumit Ganguly argues that the rise in 

terrorism cannot only be attributed to socioeconomic factors, but also to the violence perpetrated by Hindutva 

forces.  

Major incidents 

1964 Kolkata 

Riots between Hindus and Muslims had left over a hundred people dead, 438 people were injured. Over 

7000 people were arrested. 70000 Muslims have fled their homes and 55000 were provided protection by the 

Indian army. Muslims in Kolkata became more ghettoized than ever before in the aftermath of this riot. The 

riot was believed to be instigated by violence against Hindus in East Pakistan(now Bangladesh) and the flow 

of refugees from there. Violence was also seen in rural West Bengal.  

1983 Nellie massacre 

In the state of Assam in 1983 the Nellie massacre occurred. Nearly 1,800 Muslims of Bengali origin were 

slaughtered by Lalung tribespeople (also known as Tiwa) at a village called Nellie. It has been described as 

one of the most severe massacre since World War II with the majority of victims being women and children, 

as a result of the actions of the Assam Movement.  
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One reason cited for this incident is that it resulted from a build-up of resentment over immigration. The 

Assam movement insisted on striking the names of illegal immigrants from the electoral register and their 

deportation from the state. There was widespread support for the movement, which tapered off between 1981 

and 1982.  

The movement demanded that anyone who had entered the state illegally since 1951 be deported. The 

central government, however, insisted on a cutoff date of 1971. Towards the end of 1982, the central 

government called elections and the movement called for people to boycott it, which led to the widespread 

violence.  

The official Tiwari Commission report on the Nellie massacre is still a closely guarded secret (only three 

copies exist). The 600-page report was submitted to the Assam Government in 1984 and the Congress 

Government (headed by Hiteswar Saikia) decided not to make it public, and subsequent Governments 

followed suit. Assam United Democratic Front and others are making legal efforts to make Tiwari 

Commission report public, so that reasonable justice is delivered to victims, at least after 25 years after the 

incident.  

Since, then there have been no instances of communal violence in Upper Assam.  

1969 to 1989 

During the 1969 Gujarat riots, it is estimated that 630 people lost their lives. In 1980 in Moradabad, an 

estimated 2,500 people were killed. The official estimate is 400 and other observers estimate between 1,500 

and 2,000. Local police were directly implicated in planning the violence. In 1989 in Bhagalpur, it is 

estimated nearly 1,000 people lost their lives in violent attacks, believed to be a result of tensions raised over 

the Ayodhya dispute and the processions carried out by VHP activists, which were to be a show of strength 

and to serve as a warning to the minority communities.  

1987 Hashimpura massacre 

Hashimpura massacre happened on 22 May 1987, during the Hindu-Muslim riots in Meerut city in Uttar 

Pradesh state, India, when 19 personnel of the Provincial Armed Constabulary (PAC) allegedly rounded up 

42 Muslim youth from the Hashimpura mohalla (locality) of the city, took them in truck to the outskirts, near 

Murad Nagar, in Ghaziabad district, where they were shot and their bodies were dumped in water canals. A 

few days later dead bodies were found floating in the canals. In May 2000, 16 of the 19 accused surrendered, 

and were later released on bail, while 3 were already dead. The trial of the case was transferred by the 

Supreme Court of India in 2002 from Ghaziabad to a Sessions Court at the Tis Hazari complex in Delhi, 

where it is the oldest pending case.  

1992 Bombay riots 

The destruction of the Babri Mosque by Hindu nationalists led directly to the 1992 Bombay Riots. BBC 

correspondent Toral Varia called the riots "a pre-planned pogrom," that had been in the making since 1990, 

and stated that the destruction of the mosque was "the final provocation". 

Several scholars have likewise concluded that the riots must have been pre-planned, and that Hindu rioters 
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had been given access to information about the locations of Muslim homes and businesses from non-public 

sources. This violence is widely reported as having been orchestrated by Shiv Sena, a Hindu nationalist 

group led by Bal Thackeray. A high-ranking member of the special branch, V. Deshmukh, gave evidence to 

the commission tasked with probing the riots. He said the failures in intelligence and prevention had been 

due to political assurances that the mosque in Ayodhya would be protected, that the police were fully aware 

of the Shiv Sena's capabilities to commit acts of violence, and that they had incited hate against the minority 

communities.  

 

The skyline of Ahmedabad filled with smoke as buildings and shops are set on fire by rioting mobs. 

2002 Gujarat violence 

Main article: 2002 Gujarat violence 

Since partition, Muslim community has been subject to and engaged in sectarian violence in Gujarat. In 

2002, in an incident described as an act of "fascistic state terror," Hindu extremists carried out acts of 

violence against the Muslim minority population, in retaliation to on going sectarian violence and 

persecution by radicalised Islamists, often backed by the Pakistan Intelligence services, with increasing 

support amongst the local Muslim population. The starting point for the incident was the Godhra train 

burning which was allegedly done by Muslims. During the incident, young girls were sexually assaulted, 

burned or hacked to death. These rapes were condoned by the ruling BJP, whose refusal to intervene lead to 

the displacement of 200,000. Death toll figures range from the official estimate of 790 Muslims and 254 

Hindus killed, to 2,000 Muslims killed. Then Chief Minister Narendra Modi has also been accused of 

initiating and condoning the violence, as have the police and government officials who took part, as they 

directed the rioters and gave lists of Muslim-owned properties to the extremists.  

Mallika Sarabhai, who had complained over state complicity in the violence, was harassed, intimidated 

and falsely accused of human trafficking by the BJP. Three police officers were given punitive transfers by 

the BJP after they had successfully put down the rioting in their wards, so as not to interfere further in 

preventing the violence. According to Brass, the only conclusion from the evidence which is available points 

to a methodical pogrom, which was carried out with "exceptional brutality and was highly coordinated". 

In 2007, Tehelka magazine released "The Truth: Gujarat 2002," a report which implicated the state 

government in the violence, and claimed that what had been called a spontaneous act of revenge was, in 

reality, a "state-sanctioned pogrom". According to Human Rights Watch, the violence in Gujarat in 2002 was 

pre-planned, and the police and state government participated in the violence. In 2012, Modi was cleared of 
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complicity in the violence by a Special Investigation Team appointed by the Supreme Court. The Muslim 

community is reported to have reacted with "anger and disbelief," and activist Teesta Setalvad has said the 

legal fight was not yet over, as they had the right to appeal. Human Rights Watch has reported on acts of 

exceptional heroism by Hindus, Dalits and tribals, who tried to protect Muslims from the violence.  

Violence against Hindus in India 

Muslim conquest of the Indian subcontinent began during the early 8th century AD, when the Umayyad 

governor of Damascus, Hajjaj responded to a casus belli provided by the kidnapping of Muslim women and 

treasures by pirates off the coast of Debal, by mobilising an expedition of 6,000 cavalry under Muhammad 

bin-Qasim in 712 CE. Records from the campaign recorded in the Chach Nama record temple demolitions, 

and mass executions of resisting Sindhi forces and the enslavement of their dependants. This action was 

particularly extensive in Debal, of which Qasim is reported to have been under orders to make an example of 

while freeing both the captured women and the prisoners of a previous failed expedition. Bin Qasim then 

enlisted the support of the local Jat, Meds and Bhutto tribes and began the process of subduing and 

conquering the countryside. The capture of towns was also usually accomplished by means of a treaty with a 

party from among his "enemy", who were then extended special privileges and material rewards. However, 

his superior Hajjaj reportedly objected to his method by saying that it would make him look weak and 

advocated a more hardline military strategy, saying "Henceforth grant pardon to no one of the enemy and 

spare none of them, or else all will consider you a weak-minded man."  

Following these early instances of persecution, Bin Qasim is said to have been liberal in his religious 

policy. Nearly 60 percent of the Arab success in Sind was secured through treaty rather than conquest. 

Hindus and Buddhists were treated as dhimmi (protected people) and left free to practise their faith other than 

the obligation to pay jizya (tax on non-Muslims). Historian Mohammad Habib has said, "Alone among the 

many Muslim invaders of India Muhammad Qasim is a character of whom a conscientious Mussalman need 

not be ashamed." Bin Qasim's policies were followed by the later Arab governments and Sindh prospered 

through the new Islamic networks of trade and commerce.  

Mahmud of Ghazni 

 

Somanatha Temple Prabhas Patan, Gujarat, from the Archaeological Survey of India, taken by D.H. Sykes 

in c.1869 

Mahmud of Ghazni, Sultan of the Ghaznavid empire, invaded the Indian subcontinent during the early 11th 
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century. His campaigns across the Gangetic plains are often cited for their iconoclast plundering and 

destruction of temples. Mahmud's court historian Al-Utbi viewed Mahmud's expeditions as a jihad to 

propagate Islam and extirpate idolatry. Mahmud may not have personally hated Hindus, but he was after the 

loot and welcomed the honours and accolades in the Islamic world obtained by desecrating Hindu temples 

and idols. Of his campaign on Mathura, it is written: 

Orders were given that all the temples should be burnt with naphthala and fire and levelled with the ground. 

The city was given up to plunder for twenty days. Among the spoil are said to have been five great idols of 

pure gold with eyes of rubies and adornments of other precious stones, together with a vast number of 

smaller silver images, which, when broken up, formed a load for more than a hundred camels.  

The loot from Mathura is estimated at 3 million rupees and over 5,000 slaves.  

According to military historian Victoria Schofield, Sabuktagin, the Turkish ruler of Ghazni and father of 

Mahmud, "set as his goal the expulsion of the Hindus from the Kabul valley and Gandhara (Khandar), as the 

vale of Peshawar was still called. His son and successor, the Sultan Mahmud of Ghazni, continued his work, 

carrying the holy war against the Hindus into India." Till the year 980 CE, this area of Gandhara was under 

Hindus until Sabuktagin from Ghazni invaded it and displaced its last Hindu Shahi king Jaya Pala. Shahi was 

an important kingdom in Northwest India at that time. According to some sources (like Ibn Batuta) the name 

of the Hindu Kush mountains of the region means "Hindu kill" probably because raiders would capture 

Hindu slaves from the plains and take them away but they would die of cold in the mountains.  

Mahmud of Ghazni sacked the second Somnath Temple in 1026, looted it, and the famous Shiva lingam of 

the temple was destroyed . Following the defeat of the Rajput Confederacy, after deciding to retaliate for 

their combined resistance, Mahmud had then set out on regular expeditions against them, leaving the 

conquered kingdoms in the hands of Hindu vassals annexing only the Punjab region. By 1665, the temple, 

one of many, was once again ordered destroyed by Mughal Emperor Aurangzeb.  

Mahmud utterly ruined the prosperity of the country, and performed there wonderful exploits, by which the 

Hindus became like atoms of dust scattered in all directions, and like a tale of old in the mouth of the people.  

Alberuni, a historian who accompanied Mahmud of Ghazni, described the conquests in North Western 

India by stating that Mahmud impoverished the region and that the civilisation of the scattered Hindus 

declined and retreated from the North West.  

This is the reason, too, why Hindu sciences have retired far away from those parts of the country 

conquered by us, and have fled to places which our hand cannot yet reach, to Kashmir, Benares, and other 

places.  

Holt et al. hold an opposing view, that he was "no mere robber or bloody thirsty tyrant" . Mahmud shed no 

blood "except in the exigencies of war", and was tolerant in dealings with his own Hindu subjects, some of 

whom rose to high posts in his administration, such as his Hindu General Tilak 

Timur's campaign against India 

Timur began a trek starting in 1397 to invade the territory of the reigning Sultan Nasir-u Din Mehmud of 

the Tughlaq Dynasty in the north Indian city of Delhi. He crossed the Indus River at Attock on 24 September. 

The capture of towns and villages was often followed by the massacre of their inhabitants and the raping of 
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their women, as well as pillaging to support his massive army. 

Timur's invasion did not go unopposed and he did meet some resistance during his march to Delhi, most 

notably by the Sarv Khap coalition in northern India, and the Governor of Meerut. Although impressed and 

momentarily stalled by the valour of Ilyaas Awan, Timur was able to continue his relentless approach to 

Delhi, arriving in 1398 to combat the armies of Sultan Mehmud, already weakened by an internal battle for 

ascension within the royal family. The Sultan's army was easily defeated on 17 December 1398. Timur 

entered Delhi and the city was sacked, destroyed, and left in ruins. Before the battle for Delhi, Timur 

executed more than 100,000 captives. 

During the ransacking of Delhi, almost all inhabitants not killed were captured and enslaved. Timur left 

Delhi in approximately January 1399. In April, he had returned to his own capital, beyond the Oxus (Amu 

Darya). Immense quantities of spoils were taken from India, so as to erect a mosque at Samarkand, which 

historians today believe is the enormous Bibi-Khanym Mosque. Ironically, the mosque was constructed too 

quickly and suffered greatly from disrepair within a few decades of its construction. 

When Timur invaded India in 1398-99, collection of slaves formed an important object for his army. 

100,000 Hindu slaves had been seized by his soldiers and camp followers. Even a pious saint had gathered 

together fifteen slaves. Regrettably, all had to be slaughtered before the attack on Delhi for fear that they 

might rebel. But after the occupation of Delhi the inhabitants were brought out and distributed as slaves 

among Timur's nobles, the captives including several thousand artisans and professional people.  

Delhi Sultanate 

Firuz Shah Tughlaq 

Firuz Shah Tughlaq was the third ruler of the Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate. The "Tarikh-i-Firuz 

Shah" is a historical record written during his reign that attests to the systematic persecution of Hindus under 

his rule. In particular, it records atrocities committed against Hindu Brahmin priests who refused to convert 

to Islam: 

An order was accordingly given to the Brahman and was brought before Sultan. The true faith was 

declared to the Brahman and the right course pointed out. But he refused to accept it. A pile was risen on 

which the Kaffir with his hands and legs tied was thrown into and the wooden tablet on the top. The pile was 

lit at two places his head and his feet. The fire first reached him in the feet and drew from him a cry and then 

fire completely enveloped him. Behold Sultan for his strict adherence to law and rectitude.  

Under his rule, Hindus who were forced to pay the mandatory Jizya tax were recorded as infidels, their 

communities monitored and, if they violated Imperial ordinances and built temples, they were destroyed. In 

particular, an incident in the village of Gohana in Haryana was recorded in the "Insha-i-Mahry" (another 

historical record written by Amud Din Abdullah bin Mahru) where Hindus had erected a deity and were 

arrested, brought to the palace and executed en-masse.  

In 1230, the Hindu King of Odisha Anangabhima III consolidated his rule and proclaimed that an attack on 

Odisha constituted an attack on the king's god. A sign of Anangabhima's determination to protect Hindu 

culture is the fact that he named is new capital in Cuttack "Abhinava Varanasi." His anxieties about further 

Muslim advances in Odisha proved to be well founded. 
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In the Mughal empire 

The Kesava Deo temple in Mathura, marked the place that Hindus believe was the birthplace of Shri 

Krishna. In 1661 Aurangzeb ordered the demolition of the temple, and constructed the Katra Masjid mosque. 

Traces of the ancient Hindu temple can be seen from the back of the mosque. Aurangzeb also destroyed what 

was the most famous temple in Varanasi- the Vishwanath Temple. The temple had changed its location over 

the years, but in 1585 Akbar had authorised its location at Gyan Vapi. Aurangzeb ordered its demolition in 

1669 and constructed a mosque on the site, whose minarets stand 71 metres above the Ganges. Traces of the 

old temple can be seen behind the mosque. Centuries later, emotional debate about these wanton acts of 

cultural desecration continues. Aurangzeb also destroyed the Somnath temple in 1706. In addition, during the 

reign of Aurangzeb, the Sikh guru, Guru Tegh Bahadur, aided the Kashmiri Pandits in avoiding conversion to 

Islam and was arrested by Aurangzeb. When offered a choice between conversion to Islam and death, he 

chose to die rather than compromise his principles and was executed.  

More recently, the Hindus have claimed that Mughals destroyed the Ram Mandir in Ayodhya located at the 

birthplace of Rama and built the Babri Masjid on the holy site, which has since been a source of tension 

between the Hindu and Muslim communities. Following an archaeological survey, the Allahabad High Court 

ruled in 2010 that the Babri Masjid stood on the site of an earlier structure of a "non-Islamic character" and 

divided the 2,400 square feet (220 m2) disputed land between three parties: the Ramlalla (infant Ram) for the 

construction of a temple, Sunni Wakf Board for a mosque and the Nirmohi Akhara for Sita ki Rasoi and Ram 

Chabutara.  

Writer Fernand Braudel wrote in A History of Civilizations, Islamic rule in India as a "colonial experiment" 

was "extremely violent", and "the Muslims could not rule the country except by systematic terror. Cruelty 

was the norm – burnings, summary executions, crucifixions or impalements, inventive tortures. Hindu 

temples were destroyed to make way for mosques. On occasion there were forced conversions. If ever there 

were an uprising, it was instantly and savagely repressed: houses were burned, the countryside was laid waste, 

men were slaughtered and women were taken as slaves."  

Haidar Ali and Tipu Sultan 

 

An 1868 photograph of the ruins of the Vijayanagara Empire at Hampi, now a UNESCO World Heritage 

Site 
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There are historians who state that Tippu Sultan was a religious persecutor of Hindus. C. K. Kareem also 

notes that Tippu Sultan issued an edict for the destruction of Hindu temples in Kerala. Hindu groups revile 

Tipu Sultan as a bigot who massacred Hindus. He was known to carry out forced conversions of Hindus and 

Christians.  

Tipu got Runmust Khan, the Nawab of Kurool, to launch a surprise attack upon the Kodava Hindus (also 

called Coorgs or Coorgis) who were besieged by the invading Muslim army. 500 were killed and over 40,000 

Kodavas fled to the woods and concealed themselves in the mountains. Thousands of Kodava Hindus were 

seized along with the Raja and held captive at Seringapatam (Srirangapatna). They were also subjected to 

forcible conversions to Islam, death, and torture. 

In Seringapatam, the young men who were forcibly circumcised were incorporated into the Ahmedy Corps, 

and they formed eight Risalas or regiments. The actual number of Kodavas that were captured in the 

operation is unclear. The British administrator Mark Wilks gives it as 70,000, Historian Lewis Rice arrives at 

the figure of 85,000, while Mir Kirmani's score for the Coorg campaign is 80,000 men, women and child 

prisoners. In a letter to Runmust Khan, Tipu himself stated: 

We proceeded with the utmost speed, and, at once, made prisoners of 40,000 occasion-seeking and 

sedition-exciting Coorgis, who alarmed at the approach of our victorious army, had slunk into woods, and 

concealed themselves in lofty mountains, inaccessible even to birds. Then carrying them away from their 

native country (the native place of sedition) we raised them to the honour of Islam, and incorporated them 

into our Ahmedy corps. 

In 1788, Tipu ordered his governor in Calicut Sher Khan to begin the process of converting Hindus to 

Islam, and in July of that year, 200 Brahmins were forcibly converted and made to eat beef. Mohibbul Hasan, 

Prof. Sheikh Ali, and other historians cast great doubt on the scale of the deportations and forced conversions 

in Coorg in particular, and Hasan says that the British versions of what happened were intended to malign 

Tipu Sultan, and to be used as propaganda against him. He argues that little reliance can be placed in Muslim 

accounts such as Kirmani's Nishan-e Haidari; in their anxiety to represent the Sultan as a champion of Islam, 

they had a tendency to exaggerate and distort the facts: Kirmani claims that 70,000 Coorgis were converted, 

when forty years later the entire population of Coorg was still less than that number. According to 

Ramchandra Rao Punganuri the true number of converts was about 500.  

Tipu sent a letter on 19 January 1790 to the Governor of Bekal, Budruz Zuman Khan. It says: 

Don't you know I have achieved a great victory recently in Malabar and over four lakh Hindus were 

converted to Islam? I am determined to march against that cursed Raman Nair (Rajah of Travancore) very 

soon. Since I am overjoyed at the prospect of converting him and his subjects to Islam, I have happily 

abandoned the idea of going back to Srirangapatanam now.  

The following is a translation of an inscription on the stone found at Seringapatam, which was situated in a 

conspicuous place in the fort:  

Oh Almighty God! dispose the whole body of infidels! Scatter their tribe, cause their feet to stagger! 

Overthrow their councils, change their state, destroy their very root! Cause death to be near them, cut off 

from them the means of sustenance! Shorten their days! Be their bodies the constant object of their cares (i.e., 

infest them with diseases), deprive their eyes of sight, make black their faces . 
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He also corresponded with the Sringeri Shankaracharya – expressing grief and indignation at a raid by 

Maratha bandit horsemen (called Pindari), which killed many and plundered the monastery of its valuable 

possessions, patronised the Melkote temple (which has gold and silver vessels with inscriptions indicating 

that they were presented under the Sultan), for which a Kannada decree was issued that the Shrivaishnava 

(Hindu sectary) invocatory verses there should be recited in the traditional form. Tipu Sultan also presented 

four silver cups to the Lakshmikanta Temple at Kalale and probably presented the Ranganatha temple at 

Srirangapatana with seven silver cups and a silver camphor burner. Some historians have argued that these 

acts happened after the Third Mysore war, where he had to negotiate on the terms of surrender. They claim 

that these acts were motivated by a political desire to get the support of his Hindu subjects. 

Historian Hayavadana C. Rao wrote about Tippu in his encyclopaedic work on the History of Mysore. He 

asserted that Tippu's "religious fanaticism and the excesses committed in the name of religion, both in 

Mysore and in the provinces, stand condemned for all time. His bigotry, indeed, was so great that it precluded 

all ideas of toleration". He further asserts that the acts of Tippu that were constructive towards Hindus were 

largely political and ostentatious rather than an indication of genuine tolerance.  

In Kashmir 

The Hindu minority in Kashmir has also been historically persecuted by Muslim rulers. While Hindus and 

Muslims lived in harmony for certain periods of time, several Muslim rulers of Kashmir were intolerant of 

other religions. Sultãn Sikandar Butshikan of Kashmir (AD 1389–1413) is often considered the worst of 

these. Historians have recorded many of his atrocities. The Tarikh-i-Firishta records that Sikandar persecuted 

the Hindus and issued orders proscribing the residency of any other than Muslims in Kashmir. He also 

ordered the breaking of all "golden and silver images". The Tarikh-i-Firishta further states: "Many of the 

Brahmins, rather than abandon their religion or their country, poisoned themselves; some emigrated from 

their native homes, while a few escaped the evil of banishment by becoming Mahomedans. After the 

emigration of the Bramins, Sikundur ordered all the temples in Kashmir to be thrown down. Having broken 

all the images in Kashmeer, (Sikandar) acquired the title of ‘Destroyer of Idols’". 

 

In my opinion of Conclusion is try to understand the ultimate reality of human nature and welfare of the 

country and people. Belief system is ok but at the same time we have to maintain the brother goodness also. 

This is leads to peace and harmony.  

In India needs this climate now. I am trying to stand the point of religion has its good and it tells the peace 

but our understand is difference, now we Indian people are needs to realize the we are same and living as 

humanness. Peace is very important aspect than tradition. In India needs peace. I hope very soon the conflicts 

will resolve and cultivate the peace and harmony. 
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インドにおける宗教的暴力 

―ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒に関連して― 

K.V.バーブー 

翻訳：三澤 祐嗣 

【要約】 

今日の世界において、宗教と暴力は、密接に関連した現象としてしばしば見られる。多くの宗教

は、内在的に暴力的なものとして決めつけられ、そして、西洋、すなわち、世俗主義化された国々

は、多くの非西洋の国々における宗教と政治の緊密な関係を、暴力的な過激主義の温床としてしば

しば避難する。多くの研究は、過激派の暴力、戦争、そして暴動における宗教の役割について行わ

れてきており、この原稿においてもさらに議論される。しかしながら、暴力の終焉をもたらしたり、

和解に導く際の宗教の役割にはほとんど注意が払われていない。私の見解では、宗教の相反する性

質を十分に理解するために、それらの両方を調査することが重要である。宗教は、暴力と平和の両

方を促すことができ、（実際に）促してきた両刃（もろ刃）の剣として表現される。

現代において、人類は剣の刃の上で生きている。なぜなら、社会あるいは国のいたるところにす

すんで傷つけ、侮辱し、常に他者に対して苦しめる性質を持つ人々がいるからである。これらの働

きのために、例えば我々が技術や科学の分野において発展したように、不法なうそをつくこと、欺

くこと、不正を働くこと、すなわち、それ故の犯罪的にふけることが増大する。なぜ、我々は、社

会において、平穏で調和的な生活を送らないのだろうか。いま、我々は完全な 21世紀にいて、人口

の増加によってすでに苦しみの状況に直面している。このために、人類としての我々は、成長とい

う名において、空気、水、そして、大地を汚している。

イスラーム教徒とヒンドゥー教徒の間の対立は、おそらく、インド以上に激しいところは、どこ

にもないであろう。そこでは、歴史的にヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の市民たちはなんとか共

存していた。この対立は、ほとんど相容れない神学上のものというわけではなく、生活習慣の衝突

もあるはずである。イスラーム教徒とヒンドゥー教徒の社会において、例えば、社会的期待、習慣、

食事、ジェンダーに関する見解などの相違があり、これらは共生を 2つの宗教グループの課題にさ

せる。

ヒンドゥー教の概観 

ヒンドゥー教は、最も広く、最も古い世界的宗教の一つである。今日の世界においておおよそ 9

億人のヒンドゥー教徒がいるが、そのほとんどがインドに住んでいる。BBCが指摘するように、ヒ

ンドゥー教は、特徴を述べたり、理解するには難解な宗教である。なぜなら、「単独の開祖がいなく、

唯一の聖典がなく、共通に一致した一連の教えがない」からである。BBCは、ヒンドゥー教を、よ

り簡潔に、宗教というよりは「生き方」であると考えられるであろうと言及している。一般的にヒ

ンドゥー教徒について言われうることは、彼らは、一連の宗教聖典群であるヴェーダに従い、崇め

国際哲学研究 6号 2017　　41



ていること、業と輪廻の存在を信じていること、そして、主要な三神―シヴァ神、ヴィシュヌ神、

ブラフマー神―と共に、最高神や一種の神的エネルギー―ブラフマン―と神的エネルギーの顕現で

ある多くの神々や女神たちについて信じているということである。

イスラーム教の概観 

イスラーム教は 7世紀初頭に、預言者ムハンマドによって創始された。イスラーム教徒たちは彼

を神の使徒として崇めた。イスラーム教徒たちにとって、ムハンマドに与えられ、最終的にコーラ

ンの名で知られる聖なる書物として書き留められた神の啓示は、人間への神の究極で完璧なお告げ、

すなわち、例えば旧約と新約聖書のように先行する文献において見られる啓示の頂点に位置づけら

れる。イスラーム教の信仰の根本原則は、ヒンドゥー教の教義とは対照的に、唯一の神のみが存在

するという主張である。

対立する教義 

ヒンドゥー教とイスラーム教は、他の宗教に対する寛容さに関して異なる。ヒンドゥー教は基本

的に寛容な宗教であり、他の信仰を尊重し、Encyclopedia of Religion and Societyは「究極的なものへ

の多様な道」として記述している。ヒンドゥー教の理想の一つが「不殺生（アヒンサー）」であり、

それが意味するところは、ヒンドゥー教徒はどんな生物に対しても危害を加えてはならないという

ことを懸命に試みなければならず、ヒンドゥー教の聖典は人類の最も早期の平和に関する記述をも

含んでいるということである。他方、イスラーム教は、歴史的に、信仰の中心的教義としての拡大・

征服・転換とともに、より攻撃的な宗教であった。あらゆるイスラーム教徒たちの条件の一つが、

「ジハード」すなわち奮闘である。これは悪に打ち勝つ個人的な奮闘を指しているが、「聖戦」をも

意味し、不信心者への対立状態でもある。

対立する生活習慣 

イスラーム教徒とヒンドゥー教徒の間の生活習慣の違いの一つの鍵は、ジェンダーを伴う。おそ

らく、ヒンドゥー教の聖典において、女神に与えられた傑出した地位によって、ヒンドゥー教徒の

女性たちは社会的に制限されておらず、同様に、イスラーム教徒の女性たちも、ある程度社会的で

ある。しかしながら、同様の社会経済的な問題の多くが、両宗教の女性たちに対し、貧困、教育の

欠如、虐待といった影響を及ぼしている。イスラーム教徒とヒンドゥー教徒も簡単には結婚できず、

ある文化では、そうすることで死の危険を冒しているように。他の社会経済的な違いに関して、ヒ

ンドゥー教はカースト制、すなわち人の社会的流動や雇用を制限する厳密に定義された社会的階層

をより強調している。世俗主義―宗教と国家の分離―は、ほとんどのイスラーム文化においてより

も、ヒンドゥー文化においてより容易に受け入れられている。

これから、2 つの宗教の対立と過去・現在の結果を議論したいと思う。両宗教における暴力を作

り出す理由と改善策はなんであろうか。
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【全文】 

概要 

宗教は、人間の歴史において、平和と暴力という二重の遺産を持つ。紛争解決の理論は、和解の

方策が適切な文脈において効果があるため、宗教関係者や指導者の意思決定をより体系的に調査し

なければならない。宗教と紛争解決の研究が、重要な新しい研究分野をもたらすということがここ

での議論である。一連の項目は注視される必要があり、宗教的と実利的な態度が混在した動機付け、

紛争を生み出す内部共同社会の道徳的価値と他の伝統的な価値の間の争い、紛争解決の方法として

の多宗教の対話と多元主義、紛争発生と解決に関する宗教的指導者の社会政治的な衝撃、無信仰者

と伝統的な外集団の排除についての宗教的倫理の視野の狭さ、そして、和解の方策を生み出すこと

における聖なる伝統の解釈の有望な役割を含む。

20世紀における非暴力の偉大なる提案者であるマハートマー・ガーンディーによれば、それは単

なる個人の美徳ではなく、それは、社会的、国家的、そして国際的なレベルで開拓され、それらま

で広げられるべきである。大部分の著名人は、非暴力というガーンディーの手法が今日の世界を救

うことができるということを信じている。グローバル社会は絶えず変化する関係から成り立ってい

るけれども、非暴力はいまだ有効である。なぜなら、それはあらゆる生物と生態圏の自然との親交

の平等という内的実現から生じるからである。

イスラーム教のコーランには、平和についての優れた心構えがあり、それは次のように説かれる。

「最も慈悲深い者の僕たちは穏やかに大地を歩く者たちであり、無知な者が彼らに〔厳しく〕語り

かけるとき、彼らは平和あれ〔という言葉〕を言い」、そして、お互いの財産を（例えば窃盗したり、

強奪したり、だましたりなどのどんな違法な方法でも）不当に浪費せず、また、不正に他人の財産

の一部を故意に浪費するために、（提訴する前に判決を下す）裁判官たちに賄賂を与えてはならない。

それは社会において平和に言及するための助けとなり、それは彼を支えるためのいかなる義務でも

ある。

ヒンドゥー教の聖典は、世界全体で、常に平和の概念を満たすことを望まれている。以下は（ヤ

ジュル・ヴェーダ 36からの）引用である。「天空に平和が、中空間に平和が、地上に平和があれ。

水に冷たさが、薬草に治癒効果が、木から発する平和があれ。惑星と星において調和が、そして永

遠なる知に完璧さがあれ。万物が平和であれ。平和がどこでも、いつでも行き渡れ。私が自身の心

の中にその平和を感じるうように。」

ヒンドゥー教
、、、、、、

とイスラーム教
、、、、、、

は、それぞれ、世界で 3番目および 2番目にポピュラーな宗教であ

る。偶像崇拝、一神教、そして歴史を含めて、彼らは多くの点で異なる。

イスラーム教
、、、、、、

は一神教のアブラハムの宗教であり、7 世紀に中東で予言者ムハンマドによって創

始された。他方、ヒンドゥー教
、、、、、、

は、古典期以前の時代（紀元前 1500〜500年）のインド亜大陸に起

源を持つ宗教的伝統で、特定の開祖を持たない。
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両宗教における信仰体系の比較 

 ヒンドゥー教 イスラーム教 

 

  

死生観 悟りに達すまで輪廻転生の繰り返し 理により創造されたあらゆる存在は、審判の

日に、全能なる神に対して責任がある。彼ら

はすべての原子の善行の重さに対して報酬

が与えられるか、あるいは悪行に対して許さ

れるか罰せられる。 

発祥地 インド亜大陸 アラビア半島、ヒラー山マッカ（メッカ） 

崇拝場所 寺院（Mandir） モスク／マスジド、イスラームの基準によっ

て清浄とみなされたあらゆる場所 

実践 瞑想、ヨーガ、観想、ヤジュニャ（共

同体崇拝、儀礼）、寺院での供物 

五柱：神は唯一にしてムハンマドはかの使者

であると証言すること（シャハーダ）、日に 5

回の礼拝、ラマダーン月の断食、貧しい者へ

の施し（ザカート）、巡礼（ハッジ） 

彫像や図像の使用 共同 神や預言者の偶像は許されていない。芸術は

カリグラフィーや建築などの形態を課す。イ

スラーム教徒は生きているような人間の作

品を描かないことによって他のグループか

ら自身を区別する、偶像崇拝として間違われ

てしまうから。 

神を象徴する偶像もない。 

Belief of God 多神であるが、あらゆるものがアート

マンに由来すると理解する。 

唯一なる神（一神教）。神は唯一の真なる創
造者。神は常に存在し、神より前に何も存在
しなく、永遠に存在する。神は生と死を超越
する。創造物で神に似たものはなく、神は不
可視にして、全視である。 

 

インドの
、、、、

イスラーム教徒
、、、、、、、

たち
、、
――1億 7200万人を超える信者（2011年）――イスラーム教は、ヒ

ンドゥー教に次いで、インドで 2番目に大きな宗教である。イスラーム教徒は、ヒンドゥー教徒に

次いで 2番目に大きなコミュニティであり、インド共和国における全人口の 14.6%を形成している。

インドにおけるイスラーム教の歴史は 12世紀に遡るのだが、インドは、現在、世界のイスラーム教

徒人口の 10%を超える居住地である。インドネシア、パーキスターンに次いで、インドは、世界に

おいて 3番目に大きなイスラーム教徒人口の居住地である。ムスリムすなわちイスラーム教を信奉

する人々は、インド中で、相当数に達する。インド人のイスラーム教徒のほぼ半分（47%）は、ウ

ッタル・プラデーシュ、西ベンガル、ビハールの 3つの州に住んでいる。イスラーム教徒は、ヒン
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ドゥー教徒に次いで 2番目に大きなコミュニティであるので、インドにおける宗教人口の重要な部

分である。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒たちは、共に、活気に満ちたインド文化の不可欠な部

分を形成している。

2016
、、、、

年
、
の
、
インドにおける
、、、、、、、

イスラーム教徒
、、、、、、、

の人口
、、、

――宗教としてのイスラーム教は、インドの様々

な州で、その人口の急激な増加を示している。インドの国勢調査によると、2016年のイスラーム教

徒の人口は、1億 8,400万であると推定される。

インドのヒンドゥー教徒人口
、、、、、、、、、、、、、

――インドは多くの宗教の発祥地として知られているが、ヒンドゥ

ー教は最も重要なものである。ヒンドゥーの宗教は、インドで何千年前に始まったと信じられてい

る。それ以来、インドの文化と社会で最も支配的である。インドにおけるヒンドゥー教徒の人口は

79.8%以上で、ヒンドゥー教はインドで最大数の信者を持つ。インドの全人口は、ヒンドゥー教と

その伝統によって支配的である。ヒンドゥー教は、国に縦横無尽に広がっている。インドのほとん

どすべての州や連邦直轄領は、ヒンドゥー教徒の人口が大多数を占めている。マディヤ・プラデー

シュ州とオリッサ州は人口の 90%がヒンドゥー教徒である。これらの 2つの州では、残りの 10%が、

イスラーム教徒、キリスト教徒、ジャイナ教徒、スィク教徒のような他の宗教が構成している。ヒ

ンドゥー教の行事やお祭りが年中祝われている。例年クンバ・メーラーは、インドおよび世界中の

数百万のヒンドゥー教徒が参列している。

インドにおけるヒンドゥー教徒の人口

総人口 ヒンドゥー教徒の人口 インドのヒンドゥー教徒人口の割合

1,028,610,328 (2001) 827,578,868 80.5%

1,210,854,977 (2011) 966,345,841 79.8%

1,288,727,391 (2015) 1,018,094,638 79%

インドにおけるイスラーム教徒に対する暴力
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

は、インドでの宗教的暴力の一部である。しばしば、

多数派ヒンドゥー教徒コミュニティと少数派イスラーム教徒コミュニティの間で散発的な宗教対立

のパターンを形成するヒンドゥー暴徒によるイスラーム教徒への強襲という形で、1947年のインド

分離独立から、イスラーム教徒に対する宗教的暴力のいくつかの例があった。10,000人以上の人々

が、1950年以降ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒のコミュナル暴力において、1954~1982年の間の

コミュナル暴力の 6,933例において、死んだ。

このイスラーム教徒に対する暴力の原因は様々である。起源は、インドの歴史にあると考えられ

る、すなわち、中世インドでのイスラームによる支配に対する憤り、国家のイギリス人植民者によ

って制定された政策、イスラーム・パーキスターンと少数派イスラーム教徒を伴った世俗主義イン

ドへのインドの暴力的な分離・独立である。反イスラーム暴力事件は、政治的に動機づけされ、そ

して、インド人民党のようなヒンドゥー至上主義と関係している主流派政党の選挙戦略の一部であ

ると、多くの学者たちは考えている。他の学者たちは、地方の社会政治学的な状況のために、暴力

は広範囲にわたるのではなく、特定の都市部に限定されていると考えている。
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示威行動 

イスラーム教徒に対する暴力は、しばしば、ヒンドゥー教徒によってイスラーム教徒を襲撃する

暴徒という形をとる。これらの攻撃はインドでコミュナル暴動（communal riots）と呼ばれて、多数

派ヒンドゥー教徒コミュニティと少数派イスラーム教徒コミュニティの間で散発的な宗教対立のパ

ターンの一部と見られものであり、そして、20 世紀を通してイスラーム嫌悪（Islamophobia）の増

加にも関連してきた。ほとんどの事件がインドの北や南の州で起こったのに対して、南と東のコミ

ュナル主義者の意見はあまり発せられていない。最も大きな事件の中でも、1946年カルカッタ虐殺

（Great Calcutta killings）、1946年東ベンガルでの Noakhali暴動の後のビハールと Garmukhteshwar、

1947年ジャンムーにおけるイスラーム教徒の大虐殺、ハイダラーバードにおけるポロ作戦に続くイ

スラーム教徒の大規模虐殺、1950年 Barisal暴動と 1964年東パーキスターン暴動の余波によるコル

カタにおける反イスラーム教徒暴動、1969年グジャラート暴動、1984年 Bhiwandi暴動、1985年グ

ジャラート暴動、1989年 Bhagalpur暴動、ボンベイ暴動、1983年 Nellie、2002年グジャラート暴動、

2013 年 Muzaffarnagar 暴動があった。これらの暴力のパターンは、分離独立以来、少数派グループ

に対する集団暴力の実例を立証する多数の研究と共に、明らかにされてきた。1950年から、10,000

人以上の人々が、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒とのコミュナル暴力の中で、殺されてきた。公

表された数によれば、1954年と 1982年の間に、また、1968年と 1980年の間に、6,933例のコミュ

ナル暴力があり、ヒンドゥー教徒 530 人、イスラーム教徒 1,598 人が殺された合計 3,949 例の集団

暴力があった。1989年に、北インド全体で集団暴力事件があった。Praveen Swamiはこれらの断続

的な暴力行為が「インドの独立後の歴史に傷跡を残し」、さらにカシュミール紛争に関してジャン

ム・カシュミールにおけるインドの原因をも阻害してきたと信じている。

この暴力の起源は、中世インドにおけるイスラームの支配に対する遺恨、国家のイギリス人植民

者によって制定された政策、イスラーム教徒のパーキスターンと大きいが少数派イスラーム教徒住

民を伴った世俗主義のインドへと〔分かれた〕暴力的なインドの分離独立から生じるインドの歴史

に存在している。何人かの研究者たちが反イスラーム暴力事件を政治的に動機づけられ、組織化さ

れたものとして記述し、そしてそれらを、単なる「暴動」というよりもむしろ「組織的で政治的な

大虐殺」を伴った、虐殺（pogroms）、集団虐殺行為（acts of genocide）、あるいは国家（州）テロの

一形態と呼んだ。他の研究者達は、彼らのコミュニティが差別と暴力に直面したとしても、多くの

イスラーム教徒は大いに成功していたのであり、暴力は見えるほど広範に広がっておらず、地方の

社会政治的な条件のためにある特定の都市部に制限され、そして多くの都市はイスラーム教徒とヒ

ンドゥー教徒の宗教対立の発生がほとんどなく共に平和に生活していると論じている。インドにお

ける反イスラーム暴動では、一人のヒンドゥー教徒のために、3 人のイスラーム教徒が殺されると

いうことがある。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間の経済競争も、特にイスラーム教徒の企業

が標的とされた計画的な暴動をもたらす。

政党の役割 

多くの社会科学者が感じていることは、これらの暴力行為の多くが、制度上、ヒンドゥー至上主

義者の志願団体―すなわち民族義勇団（ラーシュトリーヤ・スヴァヤムセーワク・サング、RSS）
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―と特に関連した政党や組織によって、支援されているということである。特に、研究者は、暴力

〔そのもの〕とより大きな選挙戦略の一部としてイスラーム教徒に対する暴力を使用することとい

う、これらの事件における共謀に関してインド人民党（バーラティーヤ・ジャナター・パーティー、

BJP）とシヴ・セーナーを批判している。例えば、Raheel Dhattiwalaと Michael Biggsによる研究は、

BJP が断固とした選挙の反対を受ける地域においての方が、それ（BJP）〔の勢力が〕すでに強い地

域においてよりも、虐殺がはるかに激しいということを提示した。1989年、北インドでは、イスラ

ーム教徒に対する組織化された攻撃の増加が見られ、そして、BJP は地方および国政選挙において

さらなる成功を収めた。社会人類学者の Stanley Jeyaraja Tambiah は、1989 年 Bhagalpur、1987 年

Hashimpura、1980年 Moradabadでの暴力は組織的な殺害であったと結論づけている。Ram Puniyani

によれば、シヴ・セーナーは 1990 年代における暴力に起因して、BJP は 2002 年以降のグジャラー

トにおける暴力に起因して、選挙で勝利したという。しかしながら、Gyan Prakashは、グジャラー

トでの BJPの行動がインド全体と同等ではなく、また、Hindutva運動がこの全国的な戦略の発展に

おいて成功したどうかはまだ分からないと指摘する。

経済的・文化的な要因 

ヒンドゥー教至上主義者たちは、暴力の理由として、歴史的事実であるイスラーム教徒によるイ

ンド征服を用いる。彼らの見解は、これらの征服者がヒンドゥー教徒の女性たちを暴行し、礼拝所

を破壊したということである。彼らは、分離独立以来、インドのイスラーム教徒はパーキスターン

と同盟してテロリストの可能性があり、そして、それ故に、ヒンドゥー教徒たちはこれらの過去の

誤りに対して復讐し、誇りを再び主張しなくてはならないと感じている。イスラーム教徒の中のよ

り高い出生率は、ヒンドゥー教徒の正当性のレトリックにおいて、繰り返されるテーマであった。

彼らは、イスラーム教徒の中のより高い出生率がヒンドゥー教徒を自国の中で少数派に変える計画

の一部であると主張している。これらの暴力の突発に関して与えられた別の理由は、経済発展に起

因した低カースト上昇である。暴力は身分間の緊張の代用となった。至上主義者たちは、下層階級

からの要求を扱うというよりも、代わりに、イスラーム教徒とキリスト教徒たちを彼らの宗教のせ

いで「完全なインド人ではない」と見なし、そして、これらの攻撃を実行する人々を「反国家主義」

から多数派を守った「英雄」として描写する。イスラーム教徒は疑わしいと見なされ、そして彼ら

の愛国心は分離独立の際の暴力のせいでますます広まった悪意のために疑われる。Omar Khalidiに

よれば次のように言われる。

反イスラーム教徒の暴力は、イスラーム教徒を経済的・社会的に不自由にさせ、そのような経済

的・社会的に遅れたものとしての最終的な帰結として、ヒンドゥー教徒社会のより低い地位へと同

化させるために、計画され、実行される。

文化至上主義も、初めにマハーラーシュトラの人々を代弁すると主張したシヴ・セーナーによっ

て実行された暴力の実例のための理由として、提供された。しかし、早急に、彼らのレトリックが

イスラーム教徒に対する暴力を刺激することに変わった。シヴ・セーナーは、1984 年に Bhiwandi

の街で暴力を共謀し、1992 年と 1993 年にボンベイで再び共謀した。これらの例の両方とも、セー

ナーは警察と地方公務員からの手助けを受けた。暴力は、1971 年と 1986 年に、セーナーによって

煽動された。Sudipta Kaviraj によれば、世界ヒンドゥー協会（ヴィシュヴァ・ヒンドゥー・パリシ
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ャッド、VHP）は、いまだ中世に始まった宗教対立に従事しているという。

反イスラーム教徒暴力は、インドの外で居住するヒンドゥー教徒に対して、安全上のリスクを生

み出す。1950年代以降、インドにおける反イスラーム教徒暴力に応じて、パーキスターンとバング

ラデシュにおいて、ヒンドゥー教徒に対する報復攻撃があった。1992年ボンベイにおける暴力の後

で、イギリス、ドバイ、タイで、ヒンドゥー教寺院が攻撃された。この繰り返される暴力はイスラ

ーム教徒とヒンドゥー教徒のコミュニティ間の分裂を生み出す膠着した因習的なパターンとなった。

Jamaat-e-Islami Hindは、暴力はイスラーム教徒だけではなくインド全体に強い影響を与え、そし

てこれらの暴動がインドの進歩に損害を与えると考え、これらのコミュナル衝突を非難した。1992

年と 1993年、グジャラートで、テロリスト・破壊活動（防止）法（TADA）が、コミュナル暴力に

関する事件において使用された。その法令の下で逮捕された大多数の人たちはイスラーム教徒であ

った。逆に、ボンベイ暴動の際にイスラーム教徒に対して実行された暴力の後では、TADA は使用

されなかった。

人口統計 

BJP の政治家は、他の政党の者たちと同様に、人口統計がインドの選挙において重要な役割を果

たすと主張している。BJP は、選挙区の内のイスラーム教徒の数が多いほど、少数派の要請を黙認

する中道政党の勝機が高くなり、そしてそのことはヒンドゥー教徒の隣人と共に「橋をかける」イ

スラーム教徒の勝機が低くなると考えている。そのようなものとして、この論法によれば、「イスラ

ーム教徒との融和政策」はコミュナル暴力の根本原因となる。Susanneと Lloyd Rudolphは、経済格

差がヒンドゥー教徒によってイスラーム教徒に向けられた侵害の理由であると主張している。イン

ド経済がグローバリゼーションと外国企業からの投資により発展したとき、ヒンドゥー教徒住民の

期待は好機と合わなかった。次に、ヒンドゥー至上主義者たちは、ヒンドゥー教徒の問題の発生原

因としてのイスラーム教徒のとらえ方を奨励した。

カシュミールとパーキスターンにおける反ヒンドゥー教、反インドの過激派組織の活動は、イン

ドでの反イスラーム教徒感情を強くし、ヒンドゥー教徒の正当性を強固にした。Hindutva 論争はイ

スラーム教徒を反逆者や国家の敵として表現し、彼らのその愛国心が疑われている。Sumit Ganguly

はテロリズムの増加は、社会経済学的要因に帰されるだけでなく、Hindutva勢力によって犯された

暴力にも帰されると主張している。

主要な事件 

1964 年コルカタ 

ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間の暴動が、100人以上の死者、438人の負傷者がでた。7,000

人以上の人々が逮捕された。70,000人のイスラーム教徒が自身の家から逃れ、55,000人がインド陸

軍によって保護された。コルカタのイスラーム教徒は、この暴動の余波で、これまでよりいっそう

孤立化させられた。暴動は、東パキスタン（現バングラデシュ）におけるヒンドゥー教徒に対する

暴力とそこからの難民の流れによって、煽動されたと信じられていた。暴力は、西ベンガルの田舎

町でも見られた。
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1983 年 Nellie 大虐殺 

アッサム州で、1983 年に Nellie 大虐殺が起こった。1,800 人近くのベンガル人を祖先に持つイス

ラーム教徒が、Nellieと呼ばれる村で（Tiwaとして知られる）Lalung部族民に惨殺された。それは、

アッサム運動の行動の結果として、犠牲者の多くが女性と子供たちのために、第二次世界大戦以来

最も容赦のない大虐殺の一つだといわれている。

この事件に関して引合いに出された理由の一つは、それが移民への憤慨の高まりに起因したとい

うことである。アッサム運動は、選挙人名簿から密入国者の名前を抹消することと彼らの国外追放

を強要した。その運動に対する幅広い支援があったが、1981 年と 1982 年の間に次第に衰えた。そ

の運動は、1951年から、どんな不法な入国者であっても追放されるということを強要した。しかし

ながら、中央政府は、1971年の期限を強く打ち出した。1982年の終わりに向かって、中央政府は選

挙を呼びかけ、運動側はそれをボイコットするよう人々に呼びかけたが、それは広範囲にわたる暴

力へとつながった。

Nellie大虐殺に関する The official Tiwari Commissionの報告はいまだ厳重に極秘にされている（3

部のコピーのみが存在する）。600ページの報告書は、1984年にアッサム州政府に提出され、（Hiteswar 

Saikia によって率いられた）議会政府はそれを公表しないことに決定し、次の政府も後に続いた。

事件後、少なくとも 25年後に、合理的な判決が被害者に引き出されるように、アッサム統一民主戦

線（Assam United Democratic Front）とその他は、Tiwari Commissionの報告を公表させるための法的

な努力をしている。

1969 年から 1989 年 

1969 年のグジャラート暴動の際に、630 人の人々が命を失ったと推定されている。1980 年に、

Moradabad で、推定 2,500 人の人々が殺された。公式の試算は 400 人、他のオブザーバーの試算は

1,500 人と 2,000 人の間である。地元の警察が、直接、暴力の計画に関係があるとされた。1989 年

に、Bhagalpurで、およそ 1,000人の人々が暴力的な攻撃で命を失ったと推定され、Ayodhya論争や

VHPの活動家によって実行された行進により高められた緊張の結果であると考えられ、そしてそれ

らは強さの誇示や少数派コミュニティに対する警告としての機能を果たした。

1987 年 Hashimpura 大虐殺 

Hashimpura大虐殺は、1987年 5月 22日に、インド・ウッタルプラデーシュ州の Meerut市におけ

るヒンドゥー教徒とスラーム教徒の暴動の際に起きた。伝えられるところによると、Provincial 

Armed Constabulary（PAC、州武装警察）の 19名は、同市の Hashimpura mohalla（地域）から 42人

のイスラーム教徒の青年をよせ集め、彼らを Ghaziabad 地区の Murad Nagar 近くの郊外に連れて行

き、そこで彼ら（青年たち）は銃撃され、運河の中に捨てられた。数日後に、死体が運河に浮かん

でいるところを発見された。2000年 5月に、19人の被告のうち 16人が起訴され、後に保釈された

が、一方、3 人はすでに死んでいた。その事件の裁判は、インド最高裁判所によって、2002 年に

Ghaziabadからデリーの Tis Hazari複合施設群にある刑事裁判所に移され、そこで最も古い係争中の

事件となっている。
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1992 年ボンベイ暴動 

ヒンドゥー至上主義者による Babriモスクの破壊は、直接、1992年のボンベイ暴動を引き起こし

た。BBC特派員の Toral Variaは、暴動を「あらかじめ計画された虐殺」（a pre-planned pogrom）と

呼び、1990年から進行中であって、そのモスクの破壊が「最終的な挑発」であったと述べた。いく

らかの研究者が、同様に、暴動が間違いなくあらかじめ計画されており、ヒンドゥー教暴徒が非公

開の情報源からイスラーム教徒の家と職場の位置についての情報提供がなされていたと結論づけた。

この暴力は、Bal Thackerayに率いられたヒンドゥー至上主義集団シヴ・セーナーによって調整され

ていたと広く報道された。特殊部門の高位のメンバーである V. Deshmukhは、暴動の徹底調査が課

された委員会へ証拠を提供した。情報収集と防止における失敗は、Ayodhya のモスクが保護される

であろうということ、少なくとも暴力行為を辞さないシヴ・セーナーの性質に警察は気づいていた

ということ、それらは少数派コミュニティに対する憎悪を誘発したということ、という政治的な確

信に起因していたと彼は語った。

ビルや商店は暴徒によって火がつけられ、煙で満たされた Ahmedabadのスカイライン

2002 年グジャラート暴力行為 

本論：2002 年グジャラート暴力行為 

分離独立以来、イスラーム教徒のコミュニティは、グジャラートにおいて、宗教対立の支配下に

あり、そしてそれに従事してきた。2002 年、「ファシスト的州のテロ」行為として記述された事件

において、ヒンドゥー教過激論者が、進行中の宗教対立と、しばしばパーキスターン諜報局によっ

て支援され、地方のイスラーム教徒住民の中で支援が増加しつつある、急進的イスラーム原理主義

者による迫害に対する報復として、少数派イスラーム教徒住民に対して暴力行為を実行した。事件

の出発点は、伝えられるところでは、イスラーム教徒によって行われた Godhra列車火災であった。

事件の際に、若い少女たちが性的に暴行され、燃やされるか切り殺された。これらの暴行は与党 BJP

によって黙認され、彼らの調停拒絶が 200,000 もの強制退去に追いやった。死亡者数は、ヒンドゥ

ー教徒 254 人、イスラーム教徒 790 人が殺されたという公式の試算から、2,000 人のイスラーム教

徒が殺されたというところまで及ぶ。そして、参加した警察と政府役人が所持し、彼らが暴徒に指

示して、イスラーム教徒が所有する不動産のリストを過激派に与えたので、州首相ナレーンドラ・

モーディーも暴力を提案し、容認したとして告訴された。

暴力における共謀について州に陳情していた Mallika Sarabhaiは、BJPによって苦しめられ、脅迫

され、不正人身売買の罪で告発された。BJP は、それらの地区での暴動を鎮圧した後に、暴力の防

50　　�「現代社会が直面する宗教問題」第 1回研究会報告



止がこれ以上妨げられないように、彼らによって、3人の警官に懲罰的異動が科された。Brassによ

ると、入手可能な証拠からの唯一の結論は組織的な虐殺を指摘するのみであり、それが「並外れた

残虐行為」として実行され、「非常に高次に組織的であった」ということである。

2007年に、Tehelka magazineが「The Truth: Gujarat 2002」という報告を公表したが、その報告は、

州政府を暴力に関連させ、自然発生的な報復行為とされたものが、実際には、「州によって容認され

た虐殺」であったと主張したものであった。ヒューマン・ライツ・ウォッチによれば、2002年のグ

ジャラートでの暴力行為はあらかじめ計画され、警察と州政府は暴力に加わったという。2012年に、

モーディーは最高裁判所によって任命された特別調査チームによって暴力における共謀の嫌疑が晴

らされた。イスラーム教徒コミュニティは「怒りと疑い」で反発したと伝えられ、そして活動家 Teesta 

Setalvad は、彼らは控訴する権利があるので、法律上の争いはまだ終わっていないと語った。ヒュ

ーマン・ライツ・ウォッチは、イスラーム教徒を暴力行為から守ろうとしたヒンドゥー教徒、ダリ

ット、部族民たちの卓越した英雄的行為について報告した。

インドにおけるヒンドゥー教徒に対する暴力 

インド亜大陸のイスラームの征服は、8 世紀初頭中に始まった。ウマイヤ朝がダマスカスを統治

していたとき、Hajjajは、Debal海岸沖の海賊によるイスラーム教徒の女性たちや財宝の強奪によっ

てもたらされた戦争動機に、712年、Muhammad bin-Qasimのもと 6,000の騎兵遠征軍を動員するこ

とで応じた。この軍事行動について、Chach Nama に、寺院破壊、抵抗する Sindhi 軍の大量処刑と

それら従属地の奴隷化が記録されている。この行為は Debal で特に大規模であって、Qasim は、捕

えられた女性たちと以前失敗した遠征軍の捕虜を解放している間に、その行為を見せしめにせよと

の命令を受けていたと伝えられる。次に、Bin Qasimは、地域内の Jat、Meds、Bhuttoなどの部族の

支援を得て、地方勢力の押さえ込みと征服の遂行を開始した。街の占領も、通常、彼の「敵」の中

からの一派―彼らはその際に特権と物質的な報酬が施された―との条約を用いて達成された。しか

しながら、彼の上官にあたる Hajjajは、伝えられるところによれば、それが彼を弱く見えさせるで

あろうと言って彼の方法に反対し、「今後、敵の誰一人にも恩赦を与えず、命を助けるな。さもなく

全ての人があなたを意志弱き男とみなすであろう」と言って、いっそう強硬路線の軍事戦略を提唱

した。

これらの迫害の早期の実例によれば、Bin Qasim は宗教的な政策においては寛大であったと言わ

れる。シンドにおけるアラブの成功の 60%近くが、征服よりむしろ条約を通じて確立された。ヒン

ドゥー教徒と仏教徒は dhimmi（保護された人々）として扱われ、jizya（非イスラーム教徒に対する

税金）を支払う義務以外に、彼らの信仰を実践する自由を残した。歴史家 Mohammad Habib は、

「Muhammad Qasimは、多くのインドに対するイスラーム侵略者の中で唯一、良心的なイスラーム

教徒たちが恥ずかしく思う必要がない性質である」と語っている。Bin Qasim の政策は、後にアラ

ブ政府によって引き継がれ、そして、シンドは貿易と商業の新しいイスラームのネットワークを通

じて繁栄した。
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ガズニのマフムード 

Somanatha Temple Prabhas Patan, Gujarat, from the Archaeological Survey of India, taken by D.H. Sykes in 

c.1869

ガズナ朝のスルターン、ガズニのマフムードは、11 世紀初頭の間にインドの亜大陸を侵略した。

ガンジス平野を横断する彼の軍事行動では、しばしば、略奪的偶像破壊主義者と寺院の破壊があげ

られる。マフムードの宮廷歴史家ウトビーは、マフムードの遠征について、イスラーム教を普及さ

せ、偶像崇拝を根絶するためのジハードとみなした。マフムードは個人的にはヒンドゥー教徒を憎

んでいなかったかもしれないが、彼は戦利品を求めていて、そして、ヒンドゥー教の寺院と偶像を

冒涜することによって得られたイスラーム世界における栄誉と賞賛を歓迎した。マトゥラーでの彼

の軍事行動について、次のように説明される。

すべての寺院をナフサと火で焼き、更地にせよという命令がくだされた。都市は 20日間略奪され

てから明け渡された。略奪品の中には、多数の小さい銀の像とともに、ルビーの目と他の貴重な石

の装飾品を持つ純金でできた重要な 5体の偶像があり、それらはそのときに壊され、荷を運ぶラク

ダ 100匹以上分の荷が作られたと言われている。

マトゥラーからの略奪品は 300万ルピーと 5,000人以上の奴隷と試算される。

軍事歴史家 Victoria Schofield によれば、カズニのトルコ人支配者でありマフムードの父である

Sabuktagin は、「Peshawar の谷とまだ呼ばれていた、Kabul 盆地と Gandhara（Khandar）から、ヒン

ドゥー教徒を排除することを目的とした。彼の息子であり成功者、カズニのスルターン、マフムー

ドは、ヒンドゥー教徒に対する聖戦をインドにもたらすという任務を続けた」とされる。西暦 980

年まで、この Gandhara 領域は、カズニから Sabuktagin までヒンドゥー教の支配下にあって、〔マフ

ムードは〕そこを侵略して、そしてその最後のヒンドゥー教徒の Shahi王 Jaya Palaを追放した。Shahi

は、その時、西北インドで重要な王国であった。（Ibn Batutaなど）いくつかの典拠によれば、おそ

らく、侵略者が平野からヒンドゥー教徒の捕虜を捕え、連れ去るが、彼らが山で凍死してしまうの

で、ヒンドゥー・クシュ山脈の名前は、「ヒンドゥー教徒殺し」を意味するという。  

ガズニのマフムードは、1026年に 2度目に〔建立された〕Somnath寺院を略奪し、それを奪い去

り、その寺院の有名なシヴァ・リンガは破壊された。ラージプート連合の敗北に続いて、彼ら抵抗

勢力連合に報復することを決定した後に、マフムードは、パンジャーブ地方だけを併合するのみで、

ヒンドゥー教徒の家臣の管理下にある征服した王宮を離れて、彼らに対する通常の遠征に出発した。

1665年には、その寺院は、多くのうちのひとつであるが、ムガル皇帝アウラングゼーブによって再

び破壊されるよう命令された。
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マフムードは徹底的に国の繁栄を破壊し、驚くべき偉業を成し遂げ、それによって、ヒンドゥー

教徒は、四方八方に飛散した微量のほこりのようになり、昔話のように人々に記憶されるようにな

った。ガズニのマフムードに同伴した歴史家 Alberuniは、マフムードがその地域を不毛にし、そし

て、四散したヒンドゥー教徒の文明社会が衰退して西北部から撤退したということを述べて、北西

インドにおける征服地を記述した。

まさにこれが、ヒンドゥー教学問が、我々によって征服された国のこれらの部分から遠く離れて

退き、そして、我々が未だ到達していない場所、カシュミール、バナーラス、その他の地域へと逃

れた理由である。

Holtなどが抱く反対意見では、彼は「単なる強盗でも忌々しい冷酷な暴君」でもなかったという。

マフムードは、「戦争の要求を除いて」殺戮はせず、彼自身のヒンドゥー教徒の家臣の扱いは寛大で

あって、彼らのうち、ヒンドゥー教徒の将軍 Tilak のように、統治における高い地位につく者もい

た。

インドに対するティムールの軍事行動 

1397年、ティムールは北インドのデリーにあるトゥグルク王朝のスルターン Nasir-u Din Mehmud

が統治する領域を侵略するために進軍を開始した。彼は、9月 24日Attockにてインダス川を渡った。

街と村の占領後に、しばしば、彼の巨大な軍隊の支えのもと略奪しただけでなく、住民を虐殺し、

女性たちを暴行した。

ティムールの侵略は反抗がないわけでなく、デリーへの進軍中にいつくか抵抗に会い、特に注目

すべとは北インドの Sarv Khapの連合と Meerutの統治者によるものであった。Ilyaas Awanの勇敢さ

に心打たれ、しばらくの間足止めさせられたが、ティムールはデリーへの容赦ない侵略を続けるこ

とができ、王室内部の即位に関する内部抗争によって既に弱っていたスルターン Mehmudの軍隊と

戦うために 1398 年に到達したのであった。スルターンの軍隊は、1398 年 12 月 17 日に簡単に打ち

負かされた。ティムールはデリーに入り、街は略奪され破壊され、廃墟にされた。デリーでの戦い

の後に、ティムールは 10万人以上の捕虜を処刑した。

デリーを略奪している間、殺されなかった住民のほとんどは捕えられ奴隷にされた。ティムール

はおおよそ 1399年の 1月にデリーを去った。4月には、彼はオクサス川（Amu Darya）を越えて、

彼の首都に戻っていた。莫大な略奪品は、Samarkand のモスクを建設するためにインドから持ち去

られた。そのモスクは今日の歴史学者たちは巨大な Bibi-khanyamモスクであると考えている。皮肉

にも、モスクはかなり急いで建てられ、建設から数 10年のうちに荒廃によりかなり傷んだ。

ティムールが 1398-99 年にインドを侵略したとき、奴隷の収集は、彼の軍隊にとって重要な目的

となった。10万人のヒンドゥー教徒の奴隷たちが彼の兵士や同志によって捕らえられた。敬虔な聖

者でさえも 15人の奴隷をひとまとめにした。痛ましいことに、すべての者が、反逆者かもしれない

という恐怖から、デリー侵略の前に虐殺されてしまった。しかしデリー占領後、住民たちは連れ出

され、ティムールの貴族のに、数千人の職人と専門家を含む捕虜を奴隷として割り当てた。

デリー・スルターン朝 

Firuz Shah Tughlaq 

Firuz Shah Tughlaq はデリー・スルターン朝におけるトゥグルク王朝の第 3 代皇帝である。
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Tarikh-i-Firuzは、彼の時代に書かれた歴史書であり、それは彼の知世のもとヒンドゥー教徒への組

織的な迫害を証明している。特に、それは、イスラーム教への改宗を拒むヒンドゥー教のバラモン

祭官になされた残虐行為を次のように記録している。

したがって、命令はバラモンに与えられ、スルターンの前に連れられた。真の信仰がバラモンに

明示され、正しい道が示された。しかし、彼はそれを受け入れることを拒否した。積み上げられた

薪の上に手足をつながれた Kaffir が放たれ、てっぺんには木製の板がおかれた。彼の頭と脚の二か

所の薪が燃やされた。炎は初めに彼の足に到達し、彼から叫び声を引き出し、それから完全に彼を

覆った。法に対して厳格に忠実で公正なスルターンに着目せよ。

彼の知世において、義務であるジズヤ税を払うよう強いられたヒンドゥー教徒は、異教徒として

記録され、彼らのコミュニティは監視され、そしてもし王の命令に背いたり、寺院を建てたりした

ら彼らは殺された。特に、ハリヤーナーの Gohana 村で起きた事件は、Insha-i-Mahry（Amud Din 

Abdullah bin Mahruによって書かれた別の歴史書）に記され、そこでは、ヒンドゥー教徒が神像を建

立し、拘束され、宮殿に連れて行かれ、そして集団で処刑された。

1230 年、オリッサのヒンドゥー教徒の王 Anangabhima III は、彼の統治を強め、オリッサへの攻

撃は、王の神への攻撃とみなすと公言した。ヒンドゥー教文化を守る Anangabhima の決意表明は、

カルカッタに Abhinava Varanasiという新しい首都を名付けたということである。イスラーム教のオ

リッサへのさらなる進行いに対する彼の不安がよく分かるものであった。

ムガル帝国時代 

マトゥラーの Kesava Deo寺院は、ヒンドゥー教徒がクリシュナ神の生誕地と信じている場所とし

て示される。1661年、アウラングゼーブは寺院の破壊を命じ、Katra Masajidモスクを建立した。古

代ヒンドゥー教寺院の跡が、モスクの裏から見られる。アウラングゼーブはまた、バーラーナシー

で最も有名な寺院であったVishwanath寺院を破壊した。寺院は長年にわたって場所を変えてきたが、

1585年にアクバルが Gyan Vapiにそれを置くことを認めた。アウラングゼーブは、1669年にそれの

破壊を命じ、その場所にモスクを建立した。そのミナレットはガンガーの 71メートル上流に建てら

れている。古い寺院跡が、モスクの裏に見られる。数世紀後に、これらの文化的な冒涜という理不

尽な行為に対する感情的な議論が続いている。アウラングゼーブはまた、1706年に Somnath寺院を

破壊した。さらに、アウラングゼーブの統治時代、スィク教のグル、Guru Tegh Bahadurは、イスラ

ーム教への改宗から逃げるカシミールのパンディットたちを援護し、アウラングゼーブによって拘

束された。彼は、イスラーム教への改宗か死かを選ぶよう言われたとき、彼は自身の主義を妥協す

るよりも死を選び、そして処刑された。

さらに近年、ムガル帝国が、ラーマの生誕地に位置するアヨーディヤーにおいて Ram寺院を破壊

し、その聖地に Babri マスジッドを建てたとヒンドゥー教徒たちは主張し、以来、ヒンドゥー教徒

とイスラーム教徒コミュニティ間の緊張の原因となっている。考古学的な調査に従って、アラーハ

ーバード最高裁判所は、2010 年に、Babri マスジッドは「非イスラーム様式」のより早期の建築物

の跡に建っており、2,400平方フィート（220㎡）の係争地を、3つの区画、すなわち寺院建設のた

めの Ramlalla（幼少期のラーマ）、モスクのための Sunni Wakf Board、Sita ki Rasoiと Ram Chabutara

のための Nirmohi Akharaに分けるという判決を下した。

A History of Civilizationsにおいて、著者の Fernand Braudelは、インドでの「植民地的な実験」と
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してのイスラームの統治は「極めて暴力的」であるとし、そして「イスラーム教は組織的な恐怖に

よらない限り、国を統治することができなかった。残酷さが行動規範で、火刑、略式の処刑、はり

つけあるいは串刺し、さまざまな拷問といったものであった。ヒンドゥー教寺院は、モスクへの道

を作るために破壊された。時折、強制的な改宗があった。反乱がある場合は、それは直ちにそして

乱暴に抑圧された。すなわち、家は燃やされ、地方は荒廃させられ、男たちは虐殺され、女たちは

奴隷として連れて行かれた」と記している。

ハイダル・アリーとティプー・スルターン 

ハンピのヴィジャヤナガル王国の遺跡、1868年の写真、現在ユネスコ世界遺産

Tipp Sultanは、ヒンドゥー教徒の宗教的な迫害者であったという歴史家がいる。C. K. Kareemも

また、Tippu Sultanはケーララのヒンドゥー教寺院の破壊命令を発したと述べている。ヒンドゥー教

徒の一団は、Tippu Sultanを、ヒンドゥー教徒を虐殺した偽善者として罵った。彼はヒンドゥー教と

キリスト教を強制的に改宗したとして知られている。

Tippu は、イスラーム軍隊の侵略によって包囲されたコダグ人（Coorg や Coorgi とも呼ばれる）

のヒンドゥー教徒たちを奇襲して、Kurool の Nawab、Runmust Khanを獲得した。500人が殺され、

4 万人以上のコダグ人は森に逃げ山に隠れた。何千ものコダグ人ヒンドゥー教徒たちが王と共に捕

えられ、Seringapatam（Srirangapatana）で捕虜となった。彼らはまた、イスラーム教徒へ強制改宗、

死や拷問を余儀なくされた。

Seringapatam において、無理やり割礼を施された若者は Ahmedy 教団に入団させられ、そして彼

らは 8つの Risalaすなわち連隊を形成した。その活動で捕えられたコダグ人たちの実際の数は不明

である。イギリス人統治者 Mark Wilksがその人数を 7万人とし、歴史学者 Lewis Riceが 8万 5千人

としている一方で、Mir Kirmaniによるコダグの軍事行動の人数は、拘置された 8万人の男性・女性・

子供とされている。Runmust Khanへの手紙に、Tippuティプー自身で次のように述べている。

「我々は最大限の速さで続行し、機会を探り混乱を起こしているコダグの者たち 4万人をすぐに

捕虜とした。彼らは、勝利した我々の軍隊の接近に警戒しており、森にひっそりと行き、鳥でさえ

近づき難い高い山に潜伏していた。それから、彼らを母国（混乱した故郷）から連れ出し、彼らに

イスラーム教への敬意を起こさせ、そして Ahmedy教団に入団させた。」

1788年、Tippuは、ヒンドゥー教徒をイスラーム教徒へ改宗する行程を開始するために Calicutの

統治者である Sher Khanに命じ、そしてその年の 7月に 200人のバラモンたちが強制的に改宗させ
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られ、牛肉を食べさせられた。Mohibbul Hasan、Prof. Sheikh Ali、そして他の歴史学者たちは、強制

退去の規模、そして特にコダグでの強制改宗について大きな疑問を投げかけており、Hasan は、出

来事について〔記した〕イギリス版は、Tippu Sultanを注することを強調し、彼に対するプロパガン

ダとして使われていると述べる。Kirmani の Nishn-e Haidari では、スルターンをイスラームの勝者

として表現する彼らの熱望のために、彼らは事実を誇張しねじ曲げる傾向にあり、そのようなイス

ラーム教徒の記述に、ほとんど信用を置くことはできないと彼は論じている。例えば、Kirmaniは 7

万人のコダグの人々が改宗させられたと主張しているが、40年後にコダグの全人口がその数よりも

少なかったのである。Ramchandra Raoの Prunganuriに従えば、改宗者の正確な人数は、約 500人で

ある。

Tippuが 1790年 1月 19日に、Bekalの統治者 Budruz Zuman Khanに送った手紙には次のように書

かれている。

私が最近、Malabarで偉大な勝利をおさめたことと、4 lakh（40万）以上のヒンドゥー教徒たちが

イスラーム教に改宗したのを知らないのか。私は間もなく、あの忌々しい Raman Nair（Travancore

の王）への進撃を決心する。私は、彼が改宗しイスラームを崇拝するという行く末がうれしくてた

まらない。私は Srirangapatanaに帰還する考えを喜んで捨てる。

以下は、Seringapatamで見つかった碑文を訳したもので、碑文は砦の目立つ場所に置かれていた。

全能の神よ。異教徒の体すべてを排除せよ。彼らの種族を追い散らり、彼らの足をよろめかせよ。

彼らの宗教会議を打ち負かせ、彼らの国家を変えろ、彼らの故郷を破壊しろ。彼らの近くに死をも

たらせ、彼らから暮らしの手段を切り離せ。彼らの一日を短くしろ。彼らの身体が心配の対象とな

れ（すなわち、彼らに病がはびこれ）、彼らの視界を奪い取れ、彼らの顔を黒くしろ。

彼はまた、Sringeriの Shankaracharyaと文通し、（Pindariと呼ばれる）マラータ族の盗賊騎手たち

―彼らは多くの者を殺し、その重要な領地にある寺院を略奪した―による襲撃への悲しみと憤りを

表して、（スルターン下で贈られたということを示す碑文の入った金銀の器を持つ）Melkote寺院を

後援し、そのために、そこではシュリーヴァイシュナヴァ派（ヒンドゥー教宗派）の呪文が伝統的

な形式で唱えられなければならないというカンナダの命令が発せられた。

Tipu Sultanはまた、Kalaleの Lakshmikanta寺院に 4つの銀の杯を贈り、Seringapatamの Ranganatha

寺院に 7つの銀の杯と銀の樟脳の香炉を贈ったようである。何人かの歴史学者は、これらの行動は

第 3次マイソール戦争の後に起こり、そこでは、彼は降伏の条件に関して交渉しなければならなか

ったと主張している。彼らは、これらの行動は、ティプーのヒンドゥー教徒国民の支持を得るため

の政治的な要求によって促されたと主張している。

歴史学者の Hayavadana. C. Raoは、彼の百科事典的な著書 History of Mysoreの中で Tippuについて

記した。彼は断言することは、Tippu の「宗教の名における宗教的な狂信と過度な専心は、マイソ

ールと領地の両方において、永久に非難され続ける。実に、彼の偏執さは、あらゆる寛容さの考え

を妨げるほど顕著であった」という。さらに彼は、ヒンドゥー教徒への建設的な Tippu の行為は、

真の寛容さを示すというよりは、主として政治的でこれ見よがしな行為であったと断言している。

カシュミール 

カシュミールにおける少数派ヒンドゥー教徒もまた、イスラーム教徒の支配者によって歴史上迫

害されてきた。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒が、ある期間、協調して生活していた時、カシュ
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ミールのイスラーム教徒支配者の何人かは、他の宗教に対して寛容でなかった。カシュミールのス

ルターン Sikandar Butshikan（1389-1413年）は、しばしばこれら（他の宗教）を最も劣ったものと

みなしていた。歴史家たちは、彼の数々の残虐行為について記録してきた。Tarikh-i-Firishta は、

Sikandar がヒンドゥー教徒を虐げて、カシュミールでイスラーム教徒以外の居住を禁止する命令を

発したと記している。彼はまた、すべての「金銀の像」を破壊するよう命じた。さらに、Tarikh-i-Firishta

は次のように示している。「多くのバラモンたちは、彼らの宗教や国を捨てるより、毒で自害した。

いくらかの者たちが故郷から移住し、少数の者たちはイスラーム教徒になることによって追放の悪

魔から逃れた。バラモンたちが移住した後、Sikandar はカシュミールのすべての寺院を破壊するよ

う命じた。カシュミールですべての像を破壊しために、〔Sikandarは〕「偶像破壊者」と称された」。

私見的結論で、人間性の究極的な実在と、国と人々の幸福を解釈しようと試みる。信仰は良いが、

同時に我々は兄弟（他の宗教）の長所も保有しなければならない。このことが、平和と調和を導く

のである。

今日、インドではこの風潮を必要としている。私は、宗教には良さがあり、それは平和を説くが、

我々の理解は異なっているという点に立ちたいと思う。今、我々インド人は、同じであり、人とし

て生きているとはっきり自覚する必要がある。平和は伝統より重要である。インドは平和を必要と

している。私は、すぐに紛争が解決し、平和と調和が育まれることを望む。
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「訳語「自然」の定着と一般化 

―近代日本の辞書を中心として―」の発表報告 

木村  一 

 

 

2016 年 10 月 12 日に「日本語「自然」の定着過程における諸問題―国語学・哲学・文学の観点か

ら―」と題したテーマで国際哲学研究センター(IRCP)主催研究会（於: 東洋大学）が行われた。筆

者は，「訳語「自然」の定着と一般化―近代日本の辞書を中心として―」と題して発表を行った。そ

の報告をレジュメの項目に沿って以下にまとめる（詳細は当日のレジュメ参照）。 

 

 「1 はじめに」では，「ジネン」から「シゼン」への読みの変化は，呉音から漢音へのもので

あるが，いずれで読めばよいのかという問題がある。意味の弁別から判断することが通常なされて

いるのではあるが，検証の必要がある。 

 「2 先行研究」では，「自然」ということばの成立，また訳語としての展開については，先行

研究があふれている。訳語面からは柳父（1977），伊藤（1999），郭（2016），日本語学の観点からは

浅野（1998）のものなどがある。しかるべき辞書の確認ということでは，すでに柳父（1977）と浅

野（1998）によってなされている。それらで扱った資料を可能な範囲で確認し，先行研究を整理・

追尾しながら問題点を示した（以下の「12 今後の課題」参照）。 

次に，「3 近代日本の辞書」として，日本語を軸として，オランダ語，ロシア語，フランス語，

多言語，英語，ドイツ語，中国語，それぞれの対訳としての関わりについて，主要な辞書の収載状

況を列挙した。その際に，‘nature’を「自然」とするものだけを取り上げても実態が見えてこないため，

未収録，他形式での収録をも視野に入れながら，先行研究のすき間を埋めることにつとめた。 

対象とした辞書について，大きく「4 日本語ベースの辞書」（節用集，和玉篇，唐和辞書，国語

辞書，漢語辞書，その他），「5 オランダ語と日本語の対訳辞書」（江戸系，長崎系，その他），「6 

ロシア語・フランス語と日本語の対訳辞書」，「7 多言語対訳辞書」，「8 英語と日本語の対訳辞書」

（蘭和系，英華系，独自系，英英系），「9 ドイツ語と日本語の対訳辞書」，「10 英語と中国語の対

訳辞書」に分けた。また，「11 試みに同時代の文献資料」として，中村正直，久米邦武，「明六雑

誌」などでの使用状況の確認も行った。 

最後に「12 今後の課題」として，次のように問題点などを整理した。 

A 文学作品に偏りすぎた語史研究において，その他の文献資料の利用を行う必要がある。 

B 現代の辞書は実社会の展開を汲んでいくが，他言語の二言語辞書（例，蘭仏辞書）をベース

にして日本語に訳出する際には，既存のものがないため他言語から新規に近い状態で日本語

への訳出が必要とされる（援引ができない）。したがって，極初期の対訳辞書は訳語を生み

出す（結び付ける）ことを主眼とするが，その後のものは実際に使用される訳語を受け止め，
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そして書き留め，展開していく段階に移行していく。 

C 「自然」の訳語以前の解釈の整理（一例として，接辞「－然」のとらえ方）。 

D 形容詞 natural から名詞 nature へ（いかにして「自「然」」が名詞化したのか）。換言すれば，

本来の漢語としての修飾語的な性質（相言類）から，訳語としての被修飾語（体言類）的な

使用にシフトした時期ときっかけ。 

E ‘nature’にあてられた様々な訳語が「自然」に一元化される過程とその理由。あわせて，「自

然」が対応した原語の状況。 

 

他にも，先行研究にあるように，『江戸ハルマ』（1796）が nature（蘭語 natuur）を「自然」と訳

出した以後，『訳鍵』（1810）に引き継ぐ（『諳厄利亜語林大成』（1814）は措く）。その後，継承され

ずに，いずれも村上英俊による『三語便覧』（1854）と『仏語明要』（1864）に収載されるまで間が

あく（『仏語明要』再版（1870）では削除されている）。いかにこの解釈を行うのか，検討が欠くこ

とができない。 

また，各辞書の後世への影響力は当然一律ではない（例，『英和・和英語彙』（1830），『英和対訳

袖珍辞書』（1862）など）ために，部数なども勘案しなければならない。 

いずれにせよ，語史研究は多大なる労力と時間を要するものである。また，文献資料を扱う上で，

収録されること以上に収録されないことを確定することは大変困難なことである。 

引き続き一つ一つ積み重ねがら，実証的に進めていきたい。 
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The Seven Bhāvasvabhāvas and Seven Paramārthas
in the Laṅkāvatārasūtra:

Methodological Remarks on the New Edition of Chapter II of the 

Laṅkāvatārasūtra1

Toshio HORIUCHI

Introductory Remarks

The status of the research on the Sanskrit (Skt) text of the Laṅkāvatārasūtra (LAS) is as follows. As is too 

often pointed out, this text is complicated. This is because first, Nanjio’s (Nj) (1923) version has many errors. 

However, it is a product of its time, and we must be grateful to Nj for providing us with the whole text 

anyway2. We should instead be embarrassed that no complete re-edition of this text has been compiled based 

on the original manuscripts (mss.) 3, although more than 90 years have passed since the publication of Nj’s 

version. Additionally, the text itself is difficult to understand: overly long compounds, enumerations of terms 

without explanation, unsystematic paragraph structure, great differences between texts (the Skt text and its 

translations) etc. However, in this case too, it is sometimes the problem with the understanding of scholars 

and not with the text itself4.

In 2015, Professor Jikido Takasaki and I published a work entitled Ryōgakyō (Ryōgaabatsutarahōkyō,

T&H 2015), which is partly based on Takasaki (1980) that includes an annotated Japanese kundoku 

translation and studies on one-fourth to one-third of Guṇabhadra’s Ryōgaabatsutarahōkyō (Sung, AD 443). 

Our work, on the other hand, constitutes one of the volumes of the Shinkokuyakudaizōkyō（新国訳大蔵経）

series, whose body contains Japanese kundoku translation, headnotes, and supplementary notes on 

Guṇabhadra’s whole text. In that book, we tried to read Sung—the oldest Chinese translation of the LAS—as 

a translation from the Skt. In doing so, we consulted the Skt side by side and took notes from it for every 

important term. We also consulted two commentaries preserved as Tibetan versions (Jñānaśrībhadra (Jś) and 

Jñānavajra (Jv) 5) to read the text in Indian and Tibetan contexts. Therefore, our text is not a regular 

translation of Sung as a Chinese text, but rather to some extent a mixture of different things 6. 

We did our best, and we believe that we made some progress. Of course, this was not without limitations 

and faults7. What was especially frustrating was that Nj, the only edition based on mss., was sometimes 

unreliable. Therefore, we also consulted Tibetan translations (one from the Skt (T (1)), and the other, from 

Sung (T (2))) and Skt mss. However, because of the nature of the book (Japanese kundoku translation of a 

Chinese text) and the limitation of time, we could not consult it thoroughly. 

Strategy Toward the New Edition

It seems like the right time to create a completely new edition of the LAS based on mss. However, the 

number of mss. found so far is so high that even if a scholar deals with them, he or she stops doing so on 

国際哲学研究 6号 2017　　65



account of being tired or bored after dealing with a small portion. Nevertheless, we need to make use of mss. 

for new editions.

In the first year of my four-year plan for creating a new Skt text of Chapter II of the LAS (Nj. 22-135), I 

would like to plot my strategy or rule as follows. (Of course, these rules are not purely theoretical, nor totally 

inflexible; rather they will be tested and if necessary modified as the edition, of which a preliminary form is 

presented in this paper, progresses.) 

(Rule 1) Choose several important mss.

After Nj, Takasaki (1981) is the only work that re-edited one chapter of the Skt of LAS based on mss. It 

dealt with Chapter VI (Nj. 220-239) and used 17 mss. However, according to Takasaki, “one can not hardly 

think of the difference of recension” among these mss. Although he classifies these mss. into four groups, 

according to him, these are groups based on “some characteristics” among mss. Schmithausen (2010: 90) 

also says that “... the mss. preserved are only a part of a much larger number of mss. (as appears to be the 

case with the Laṅk).” 

Actually, Nj’s main problem is not the limited number of mss. he used, but rather his errors in reading 

them and occasional lapses in judgment in the choice of reading to be preferred 8. In the course of examining 

the readings of the mss., it should be possible to identify several manuscripts as relatively important or 

unimportant. The edition can then be based mainly on the former, whose readings should be reported fully, 

while the readings of the latter would not be reported. Although in this article I will not be able to already 

come to conclusions about the relative importance of the manuscripts, I would like to examine some points

related to this, and make some preliminary comments about some of the characteristics of the manuscripts 

which may help in their evaluation.

(Rule 2) Use Tibetan translations (Tib) as “complemental” material.

Tib are, generally, faithful translations of the Skt. There are some cases where a Tib, even if it is lacking in 

Nj’s footnotes, is better than other translations in addition to being supported by mss. In editing the Skt text, 

we can use Tib as “complemental” material. Since the vocabulary of Sanskrit is much more extensive than 

that of Tibetan, there are often several Sanskrit words which might lie behind a Tibetan one. Moreover, as I 

will show in this article, the original Skt that the Tib referred to may have differed from the current Skt mss. 

Additionally, Tib (T (1)) of LAS was translated in the 9th century. All the Skt mss. we have access to are 

dated from much later (although their original(s) may be older).

We can emend the Skt text using italics based on Tib when at least indirect support is provided by Skt mss. 

(Rule 2-1) and when support is provided by other usages (Rule 2-2) (including the Sung. see rule 3). By the 

word “indirect,” I refer to cases where an emendation based on the Tib is a relatively tiny emendation to the 

Skt, which can be explained as a sort of a morphographical variant of Skt.

(Rule 3) Use Chinese translations (Sung) as “supplemental” material. 

It is true that among the three [extant] Chinese translations, the Sung translation is the most faithful one to 

the Skt. It is sometimes too faithful even to the word order of the Skt, making it unreadable as an orthodox 

Chinese text. However, unlike in the case of Tib, we cannot obtain the Skt original only by referring to the 

Chinese text. Moreover, even the Sung translation is not always faithful to the Skt 9. 

Thus, we can use the Chinese versions (esp., that of Guṇabhadra) as a touchstone to choose variant 
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readings among Skt mss. (Rule 3-1). A similar suggestion is made by Takasaki 1981: (4): “in the case that 

[the reading of] Sung and Tib agrees, I think that we should emend the [Skt text] even when there is no basis 

on mss.” This is what I mean about using the Sung as “supplementary.” However, we do not have to emend 

the Skt solely based on Chinese translations (Rule 3-2).

(Rule 4) Take note of the variant readings assumed by two commentaries preserved as Tib, that is, Jś and 

Jv.

As I will show below, these two commentaries are useful for reading the LAS in an Indo-Tibetan context, 

although their explanation cannot be taken as infallible guides to the meaning(s) of the text. 

The Purpose of this Article

In this article, I will take up a passage that enumerates seven bhāvasvabhāvas and seven paramārthas

(Nj. 39.9-40.10, paragraph [2]) according to the division of Shinron by Kokwan Shiren 10. As is seen 

from the table below, we have many variants (not only between Skt and Chin, Tib but also among the 

Skt mss. too) that must have occurred because there are only enumerations of the seven items and no 

explanation as to their contents. Therefore, I will trace the changes, seeking the background behind 

them. By doing so, I would also like to suggest a preliminary form of an edition of the LAS.
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LAS, Paragraph [2]

(Nj. 39.9-; Sung, 483b11-b23; T (2), D 199a5-, P 8.4.7-; T (1), sT (1) da 147b5-, sT (2) ra 174b2-, D 70a5-, P

32.5.5-; Wei, 522a28-; Tang, 593c9-; Jś, D 71b5- (Hadano et al 1993: 143-); Jv, D 80b4-, P93a6-) 

Symbols and Sigla:

* virāma

° indicates that part of a word, before or after the part given, has been omitted.

● separates entries commented on in the same footnote.

/ or

, caesura by the editor (author of this article)

++ unreadable akṣara (++ per akṣara; + for part of an akṣara) 

| daṇḍa

] separates the accepted reading, emendations or conjectures from other readings

[] enclose number added by the editor 

{{ }} enclose cancellation by the scribe(s)

<< >> enclose insertion by the scribe(s), [usually] at the margine

() after Ω enclose the actual reading in the particular ms., although it finally (post correctionen) accords 

with the reading in other mss. For example, saptamaḥ] Ω (sapta<<ma>>ḥ T1).

em. emendation by the editor

Ω all other mss. available

Φ not existent

Italics means emendation not based on mss. but on Tib/Chin.

I do not note variant readings such as varttate/vartate, saṃbu/sambu, nti/ṃti, and s/ś. I do not mention the 

variants of daṇḍa. To avoid overburdening the critical apparatus, I do not even note the variant readings of 

the ending of the word (-a/ -aḥ/ -o) as found in the lists of seven items (1 and 2 in this paper).

As for the abbreviations of Skt mss., see Takasaki 1981. Among the 17 mss. used there, C8 is C, R10 is A, 

T2 is K, and T1 is T in Nj. As for the part this article deals with, T4 is illegible. N15 and T2 lack this part.

I put abbreviations in alphabetical order (except Nj.). But as for the abbreviations of secondary sources 

(Tib, Chin), the order is: Tibetan, Chinese translations, Commentaries (Jś, Jv), and they are put in ().

1. Seven bhāvasvabhāvas (nature of things)

punar aparaṃ mahāmate saptavidho bhāvasvabhāvo bhavati yaduta [1] samudayabhāvasvabhāvaḥ1 [2] 
2-bhāvasvabhāvaḥ [3] lakṣaṇasvabhāvaḥ-2 [4] mahābhūtasvabhāvaḥ [5] hetubhāvaḥ3 [6] pratyayabhāvaḥ4

[7] niṣpattibhāvaś5 ca saptamaḥ6 ||7

Notes:

1: samudayabhāvasvabhāvaḥ] Ry, T1, T6, (Tib, Sung, Wei, Jś, Jv); samudayasvabhāvaḥ C8, C9, N11, 

N12, N15, N16, N17, T3, T5, T7, (Tang), Nj.

2~2: bhāvasvabhāvaḥ lakṣaṇasvabhāvaḥ] Ω; lakṣaṇasvabhāvaḥ svabhāvo T6
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3: hetubhāvaḥ] C9, N11, N12, Ry, T1, (Tib, Jv); Φ C8, N17, R10; hehetubhāvaḥ {{bhāvasvabhāvo 

bhavati yaduta samudayasvabhā}} N15; hetusvabhāvaḥ N16, T3, T5, T6, T7, Nj.

4: pratyayabhāvaḥ] Ω, (Jv); pratyeyebhāvo N11; pratyayasvabhāvaḥ T6, Nj.

5: niṣpattibhāvaś] Ω, (Jś, Jv); niṣpattisvabhāvaś T6, Nj.

6: saptamaḥ] Ω (sapta<<ma>>ḥ T1) 

7: number 7 is inserted here in mss. except N14, T6

1.1. Skt

1.1.1. Samudayabhāvasvabhāva 

Three mss., two Chinese translations, and two commentaries have bhāva after samudaya in [1]. Although 

many other mss. lack it (bhāva), and no previous studies have adopted it, I adopt the reading with bhāva

because T (1), Sung, and Wei have dngos po and 性 (Rules 2, 3). Since the Sung is said to be faithful to the 

original text (and I also have the same impression), it is not probable that the Sung inserted the previously 

non-existent term bhāva to the text (although cases where authors choose not to translate existing words have 

been known to occur). Thus, we can be assured of the reliability of Ry, T1, and T6 at least here (Rule 1). In 

particular, T1 is the only available palm leaf ms. of the LAS, and it seems to be the oldest among the mss. I 

stressed the importance of this ms. before (Horiuchi (2015)), and it seems that it has a better reading here too. 

(It has many errors, of course. Moreover, it is not complete. However at least it should be recognized as one 

of the most important sources on which any edition of the LAS should be based.)

1.1.2. Svabhāva or bhāva or bhāvasvabhāva

From [2] to [7], we have a unique discrepancy between Skt and Tib, although the latter is generally 

regarded as a faithful translation of the former. In Tib, these items end in dngos po, *-bhāva, not -svabhāva.

In [2], we have *bhāvasvabhāvabhāva in Tib instead of bhāvasvabhāva in Skt (mss.), and in [4], we have 

*mahābhūtasvabhāvabhāva instead of mahābhūtasvabhāva. How did it happen, and what is the original 

reading?

In order to consider this problem, let me first investigate [5] to [7] based on Skt and Tib. As for [5], we 

have some readings with sva and some without sva in Skt mss. However, in [6] and [7], we have a reading of 

sva only in T6. Thus, we can adopt -bhāva in [6] and [7] for the Skt edition. (Interestingly enough, Nj has 

-svabhāva in all these seven items without any footnotes although he did not consult T6. This seems to be the 

result of the human tendency to make things uniform. I am not being cynical here. We will see a similar case 

with Tib and Chinese translations below.) What about [5]? Although the number of mss. (as far as I know) 

with sva is equal to that without sva, I would like to eliminate sva based on the pair of hetu and pratyaya 

(and Tib): when [6] is pratyayabhāva, there is no reason that the pair term in [5] should be *hetusvabhāva.

Then, what about [2]–[4]? Since mss. have unanimously [2] bhāvasvabhāvaḥ, [3] lakṣaṇasvabhāvaḥ, and 

[4] mahābhūtasvabhāvaḥ, I think that when we create a critical edition of the Skt, we do not have to emend 

these as *bhāvasvabhāva-bhāvaḥ, *lakṣaṇa-bhāvaḥ, and *mahābhūtasvabhāva-bhāvaḥ based on Tib because 

we are dealing with Skt texts (Rule 2). However, it is true that this is a strange discrepancy between Skt and 

Tib, although the latter is said to be a faithful translation of the former.

A clue to consider this discrepancy is found in the Sung translation.
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Sung has 性自性 (*bhāvasvabhāva) at the end of all seven items (except [2] in which bhāvasvabhāva is 

not the ending but the item itself), although the ending bhāvasvabhāva is not confirmed by Skt and T(1) as 

far as [4] to [7] are concerned. Why has this happened? There are two possibilities. (1) The Sung arranged 

the ending as *bhāvasvabhāva to suit the context and the readings in [1] and [2]. (2) Another possibility is 

hinted at by Shiren’s Shinron, which comments on [2] 性自性 as follows: 此句譯家恐缼一字。補之當作

性性自性. (For this phrase [=性自性], the translator probably lacked one word. Adding [one word: 性] to 

this, [this phrase should be] 性性自性 ). Namely, according to him, this phrase should be read as 

*bhāva-bhāvasvabhāva instead of bhāvasvabhāva. Although this is not attested by any material, I find this 

an excellent and even beautiful emendation 11, first, because this can be explained as a mere haplography of 

one simple and frequently appearing word (性, bhāva); second, because using this, the endings of all seven 

items are unified to -bhāvasvabhāva, which suits the topic of the paragraph “saptavidho bhāvasvabhāvo 

bhavati (“there are seven kinds of bhāvasvabhāvas”); and third, because this assumption solves the strange 

situation that bhāvasvabhāva is enumerated as the second item of seven bhāvasvabhāvas.

Thus, if we refer to the Sung translation and Shinron’s emendation, the “original” text of the seven items 

[at least of the Sung] can be assumed as follows: 

*samudayabhāvasvabhāvaḥbhāvabhāvasvabhāvaḥlakṣaṇabhāvasvabhāvaḥmahābhūtabhāvasvabhāvaḥhetub

hāvasvabhāvaḥpratyayabhāvasvabhāvaḥniṣpattibhāvasvabhāvaścasaptamaḥ. (If this is the original, 

who can criticize the scribe for being confused? As we see below (1.2), a haplography in translating the Sung 

into Tibetan can actually happen.)

In this case, one can further guess the situation as follows: with the change in times, the haplography of 

bhāva in [2] *bhāvabhāvasvabhāva first occurred. The Sung 性自性 may reflect that the Skt original of the 

Sung already lacked bhāva性. Even if this is not the case, it is true that the second item is bhāvasvabhāva at 

the time of Sung. This very expression seems to become a stumbling block because by this, the ending is 

understood as -svabhāva instead of -bhāvasvabhāva. Then, it would be natural for the endings of the 

following items to also be understood and changed into -svabhāva (as is seen in [2] and [3] unanimously. 

Moreover, as for [1], many mss. lack -bhāva-, making the ending -svabhāva instead of -bhāvasvabhāva). 

This tendency culminates in Tang (and in Nj!), which unifies the endings of all seven to 自性 -svabhāva,

showing sharp contrast to Sung. 

This assumption of the original text, although faithfully based on Sung, which is said to be faithful to the 

Skt, might be seen as somewhat extravagant. However, it seems to me that the Tibetan readings of [2] 

*bhāvasvabhāvabhāva and [4] *mahābhūtasvabhāvabhāva, which are not attested by any material, show a 

confusion of transmission that can most easily be explained by this assumption. 12 (If so, the stumbling block 

for the Tibetan must also be [2] *bhāvasvabhāvabhāva, by which the ending of the following items were 

unified to *-bhāva).

Although I would like to assume that the above is the original form, in creating a Skt edition, one might 

wish to avoid possibly going too far, and decide to remain closer to the readings of the Skt mss. However, it 

would not be meaningless to note variant readings based on Tib and Chin.

国際哲学研究 6号 2017　　71



1.2. Translations and Commentaries

I would like to consider the variants in translations and commentaries here.

1.2.1. T (2), the translation from Sung lacks [2], although Sung has it. This seems to be a mere haplography 

because of the sequence of 集性自性性自性 (or *集性自性性性自性).

1.2.2. Interestingly, although Jv accords perfectly to Tib (it is understandable that later translator(s) (here, of 

Jv) use existing previous translations (Tib)), Jś differs in [5] and [6]. It has zhing gyi dngos po and rgyu rkyen 

gyi dngos po, for which we may assume as underlying Skt *kṣetrabhāva and *hetupratyayabhāva

respectively. It may be possible that he of hetu was read as kṣe, tu as tra, and [6] as a dittography of hetu.

There are no such readings in mss. I am not sure if the Skt that Jś consulted was actually so or if Jś 

intentionally emended the text. Anyway, it seems that the situation of the commentaries preserved as Tib 

translation is not simple, even though it may be worth noting (Rule 4). We will see a similar case below as 

well (2.2.3.).

1.3. Contents of the Seven Bhāvasvabhāvas 

What about the contents of these seven items? Since there is no explanation by the sutra, we have to rely 

on commentaries. Here, I would like to introduce two commentaries preserved as Tib. Apparently in 

association with the samudaya in the first item, the two commentaries relate this to *samudaya (origin) [and 

*duḥkha (suffering)]-satya (reality).

1.3.1. Jś

Jś, D71b5ff. ():

[1] Ignorance and action that have the appearance of origin (samudaya[satya]). (kun ’byung gi rnam par 

ma rig pa dang las). [2] The accumulation of skandhas that has the mark of suffering (sdug bsngal gyi 

mtshan nyid kyi phung po ’phungs pa). [3] Further, it is considered that it has [its] seeds (yang sa bon 

dang ldan par [b]rtag go). [4] Earth etc. (sa la sogs pa. i.e., four elements). [5] Attachment to the world 

(’jig rten chags pa). [6] Cause (or that belongs to cause, gang rgyu’i). [7] That which is accomplished 

from it (gang de las ’grub pa).

1.3.2. Jv

Jv understands that these seven items briefly explain the manner of the twelve *bhavāṅgas (constituents of 

being), which constitute the two realities (*satyas) of suffering (*duḥkha) and their origin (*samudaya) and 

relate them to Mahāmati’s question in LAS Ch. II.31ab (Nj. 26.4) 13. Below is a brief summary of his 

commentary.

[1] The reality of origin (*samudayasatya). [2] Accomplishment of five aggregates (*skandhas), which 

are constituted in the reality of suffering (*duḥkhasatya). [3] craving (*tṛṣṇā), grasping (*upādāna), and 

the seeds of *saṃskāra which become powerful to accomplish the future skandhas. [4] elements of 

inner and outer. [5] Store consciousness (*ālayavijñāna) which has the seeds of *saṃskāras. [6] Such as

ignorance (*avidyā), *saṃskāra, and craving (*tṛṣṇā). [7] By these causes and conditions, that which 

72　　The�Seven�Bhāvasvabhāvas�and�Seven�Paramārthas�in�the�Lan・kāvatārasūtra:�Methodological�Remarks�on�the�New�Edition�of�Chapter�II�
of�the�Lan・kāvatārasūtra



constitutes the birth and age and death (*jarāmaraṇa) and future skandhas are accomplished 14. 

I will come back to these interpretations in 3.2 after examining the following. The next items listed in this 

paragraph are as follows:

2. Seven paramārthas 

punar aparaṃ mahāmate saptavidhaḥ paramārthaḥ yaduta [1] cittagocaraḥ [2] 1-jñānagocaraḥ [3] 

prajñāgocaraḥ-1 [4] 3-dṛṣṭidvayagocaraḥ2 [5] dṛṣṭidvayātikrāntagocaraḥ-3,4 [6] 

sutabhūmyanukramaṇagocaraḥ5 [7] tathāgatasya pratyātmagatigocaraḥ6 |

Notes:

1~1: jñānagocaraḥ prajñāgocaraḥ] C9, N12, N14, N16, N17, Ry, T3, T6, Nj.; prajñāgocaraḥ C8, N15, 

R10; jñānagocaraḥ N11, N13; Φ T1

2: dṛṣṭidvayagocaraḥ] Ω (dṛṣṭi<<dvaya>>gocaraḥ Ry); Φ N13; dṛṣṭigocaraḥ T5

3~3: dṛṣṭidvayagocaraḥ dṛṣṭidvayātikrāntagocaraḥ] dṛṣṭidvayāt nikrāntagocaraḥ N11

4: dṛṣṭidvayātikrāntagocaraḥ] Ω; °ākrānta° T1

5: sutabhūmyanukramaṇagocaraḥ] suta° em. (Nj. sugg. suta° acc. to Chin. and Tib); sūtra° Ω; sutra°

N12, T3; sata° T1; ● °anukramaṇa° Ω; °akrama° N15; °anukrameṇa gocaraḥ T1; Nj. sugg. 

atikramaṇa°. 

6: tathāgatasya pratyātmagatigocaraḥ] Ω (tathāgatasya <<pratyātmagati>>gocaraḥ Ry);

tathāgatasya gocaraḥ C8, T5; tathāgatapratyātmagatigocaraḥ N11; tathāgatapratyātmagocaraḥ T6 

2.1. Skt

There is no discrepancy in the endings: all end in gocara. As Takasaki (T&H 2015: 310) points out, 

“paramārtha means such as supreme significance, ultimate object, ultimate goal, or true meaning. [These] 

seven are classifications by the degree of approach toward such objects (sphere=*artha).”

2.1.1. As for [2] and [3], some mss. lack either. Tib has only *jñānagocara. However, if we lack either, the 

number will not be seven; I adopt jñānagocaraḥ and prajñāgocaraḥ as Nj did.

2.1.2. As for [6] sutabhūmyanukramaṇagocaraḥ, I also follow Nj’s emendation. Although almost all mss. 

have sūtra instead of suta, both Tib sras (*suta) and Chinese 子、佛子 suggest suta. In this case, the reading 

in T1 sata may be the nearest to the original reading (Rule 1). As for anukramaṇa, however, although Nj’s 

footnotes suggest reading atikramaṇa, since there is no support by mss., I will not emend it. However, with 

variant readings (超、過、~ las ’da’ ba) the occurrence below should be noted: Paragraph [19], Nj. 70.4: 

buddhasutabhūmim atikramya, sangs rgyas kyi sras kyi sa las ’das nas (T (1), D 82b5). 黄 takes 

anukramaṇa and translates it as 依次入 (enter in order) which seems to be a faithful translation to 

anu√kram. 

2.1.3. As can be seen in Notes 2 and 6, there is an interesting relationship between T5 and Ry. In these cases, 

the text of Ry corresponds to T5. However, in the margin of Ry, there is an insertion (emendation) by which 

the reading become suitable to other mss. Although we cannot go further with these two examples (I am 
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aware of the counterexample), it may be possible that the Ry originally consulted the ms(s). in which lineage 

T5 is also included and emended it based on other ms(s). This seems to show the uniqueness and importance 

of this Ry (Rule 1).

2.2. Translations and Commentaries

2.2.1. Skt has seven items that correspond to Wei perfectly and to, except in the order of [2] and [3], Sung as 

well.

2.2.2. Sung has 見境界 in the fourth, and T (2) faithfully translates lta ba’i spyod yul. However, in view of 

the other texts and in comparison with [5] dṛṣṭidvayātikrāntagocara, which seems to be paired to this, we 

should add 二 (two) to the text (and then make it 二見境界). As we see below (2.3.2), this reading of Sung 

led to great differences in the understanding of this item by commentators compared to Jś and Jv, which were 

based on Skt.

2.2.3. T (1), the translation from Skt, lacks prajñāgocara and instead has snang ba med pa’i spyod yul,

*nirābhāsagocara as the fifth item ([5] 15). Interestingly, the latter is not attested by any Skt mss. Nor 

Chinese translations, and therefore we do not have to emend the Skt (against Rule 2) found in 

commentaries by Jś and Jv (see 2.3.2).

2.2.4. Tang also lacks prajñāgocara and instead has 如来所行 *tathāgatasya gocara before [7]. By 

this, the number becomes seven. This might be [intentional? since otherwise the number does not 

become seven] the dittography of the next [7] tathāgatasya pratyātmagatigocara.

2.3. Contents of the Seven Paramārthas

What about the contents of these seven items? Although there is merely an enumeration of items, and we 

have no explanation for them by the sutra itself, it is not that we have no clue at all. 

First, [4] and [5] are a pair, and [5] is the higher version compared to [4]. Second, [7] is undoubtedly the 

highest stage of gocara, as is attested by the other occurrences in this sutra (T&H 2015: 89. n.11). Then, 

there are grounds to assume that these seven go higher in this order. Although Jś does not follow this plot, Jv 

seems to have understood these seven systematically, following this plot. I will first introduce Jś and, 

together with it, analyze the explanation by Jv.

2.3.1. Jś 

[1] Citta (mind) means store-consciousness (*ālayavijñāna). [2] When one does not percept the object 

to be known by way of wisdom, one becomes a yoga practitioner of non-duality. [3] the sphere of 

continually view of self (*ātman) and mine (*ātmīya). [4] Because one completely comprehends the 

selflessnesses of phenomenon (*dharma) and soul (*pudgala). [5] Above the eighth stage (*bhūmi). [6] 

The yogin who surmounted the ten bhūmis of the bodhisattvas enters into the bhūmi of the omniscient. 

[7] The sphere of the gnosis of the omniscient, etc. 

2.3.2. Jv 

Jv explains that this paragraph teaches that the nature of the dependent origination 

(*pratītyasamutpāda=bhavāṅga. He connects this to the previous seven bhāvasvabhāvas) is śūnyatā, namely 
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paramārthasatya. Further, he understands this paragraph as an answer to the question by Mahāmati in Chap. 

II.28c, Nj. 25.17, which questions the number of thusness (tatathā). Then, the point of his commentary is as 

follows:

[1] The object of measure of reasoning (*anumāna) that destroys proliferation (*prapañca) (spros pa 

gcod byed kyi rjes su dpag pa’i tshad ma), which (i.e., measure) is the wisdom (*prajñā) that arises 

from hearing and thinking of which objective support (*ālambana) is thusness (*tathatā). 

[2] A little undiscriminating gnosis, which is the wisdom which arises from mundane contemplation, 

which constitute in the state of heat (*ūṣmagata) and summit (*mūrdhan). And thusness that became 

its (gnosisses) sphere. 

[3] The gnosis of the state of receptivity (*kṣānti) and prime-in-the-world condition(s) 

(*laukikāgradharma), which possesses the view of self of soul (*pudgala) and phenomena (*dharma), 

and its object.

[4] The gnosis above the path of seeing (*darśanamārga) which abandoned coarse conceptual thought 

of this kind, and the thusness which became its object and is free from all proliferation (*prapañca).

[5] Since this very sutra states “non-appearance is the eighth [stage, *bhūmi],” this means the gnosis 

above eighth stage and its object.

[6] The gnosis of the state of concentration (*samādhi) of *śūraṃgama and *vajropama [, which belong 

to those who] entered into the buddha-stage (*buddhabhūmi), and its object.

[7] The gnosis of *dharmakāya, which constitutes the buddhabhūmi, and what became its object 16. 

In this way, Jv allots these seven to the stages of practitioner in this order.

2.3.2.1: As for the term [spros pa gcod byed kyi] rjes su dpag pa’i tshad ma, which appears in the 

explanation to [1], Jv explains in detail after explaining the seventh item (D 91b6-92a4). To sum up, this 

surely belongs to the ordinal people (tha mal pa) in the view that this destroys prapañca to some extent. This 

can be called right measure (yang dag pa’i tshad ma). 

2.3.2.2. [2] and [3] are allotted to “four kuśalamūlas or the four roots of wholesome elements,” namely, 

ūṣmagata, mūrdhan, kṣānti, and laukikāgradharma.

2.3.2.3. dṛṣṭidvaya

As for the dṛṣṭidvaya in [3], Jv understands the “two” as the self of soul (pudgala) and phenomena (dharma). 

Jś understands it as self (ātman) and mine (ātmīya). In any case, these two are regarded as something

negative by both commentators. 

Additionally, as I have pointed out before (2.2.2), Sung had only 見 without two（二）. In this case, this 

term can be understood both negatively and positively. In view of the subject paramārtha, however, one may 

be inclined to understand this term (見) rather positively. Actually, Shinron relates this to the bodhisattva 

from the first stage up to the seventh. He understands the 見 here as “seeing” the two selflessnesses（見境

界者。初至七地諸大菩薩正證眞如。見二無我得第一義）. Another commentary to Sung also understands 

this as正見“right view” 17. 

What, then, is close to the original meaning? First, judging from [5], the opposite pair of [4], the term “two 
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view” should be understood as a negative one that should be surpassed (ati√kram). Moreover, the term 

dṛṣṭidvaya is, in other places of the sutra, something to be denied. I will first take up the description at the 

end of this very paragraph, which runs as follows:

bālapṛthagjanā bhāvābhāvasvabhāvaparamārthadṛṣṭidvayavādino bhavanti || (Nj. 40.9-10)

T (1): byis pa so so’i skye bo rnams dngos po dang/ dngos po med pa’i rang bzhin don dam par lta ba 

gnyis su smra bar ’gyur to//

Cf. Jv: dngos po dang dngos po med pa’i rang bzhin don dam par lta ba’i lta ba gnyis su ltung bar 

(*patito) ’gyur te/ 

Sung, 483b23: 愚痴凡夫性無性自性第一義作二見論。

T (2): byis pa so so’i skye bo rnams dngos po dang/ dngos po med pa’i rang bzhin don dam pa la 

lta ba gnyis su smra bar gyur to//

Wei, 522b13-14: 諸愚痴凡夫無有實體以爲第一義。説二見論

Tang, 593c19-20: 於自性第一義。見有見無而起言説。

The result of my edition based on mss. became the same as that of Nj’s, but this is still problematic. It is 

evident that the two views are negative here, because they are related to the “foolish.” However, what is their 

content? As for the meaning, as Suzuki, we would like to relate the two views with bhāva and abhāva

(Suzuki 1932: 36: they cherish the dualism of being and non-being). Yasui (1976) 18 translates this as “fools 

are the advocators of dualistic view toward the nature [of things] and paramārtha.” Namely, he reads similar 

to Suzuki and adds bhāva to the text. Takasaki, when he translates the Sung, emends the text as (愚痴凡夫)*

於性自性与第一義、作性無性二見之論 and translates it “as regards the nature of things and paramārtha, 

[they] advocate the dualistic view of existence and non-existence.” This construction is similar to that of 

Tang. Here, Takasaki also suggests that 性無性自性 should be emended to 性無性性自性, which means to 

emend the Skt to *bhāvābhāva-bhāvasvabhāva-.

As for the meaning, their understanding seems to be proper (although I doubt if one can read the Skt that 

way). However, since there is no support by mss., we should just note it and leave the text as it is. Actually, 

many mss. have bhāvābhāvasvabhāva, as I noted above. There are two variant readings. N11 has 

bhāvābhāvābhāva-. N17 and R10 have bhāvasvabhāva-. The latter is simple and corresponds to the theme of 

this paragraph (seven bhāvasvabhāvas and paramārthas). However, since many mss. as well as Sung and T 

(1) have bhāvābhāva, we cannot take the reading. The reading of N11 seems to be a confusion of 

bhāvābhāvasvabhāva.

There are other occurrences of the term dṛṣṭidvaya in this sutra, but the meaning is not clear since it does 

not explain its content. According to the commentaries, however, it means a kind of dualistic view such as 

existence/non-existence, samāropa/apavāda, subject/object 19. 

Anyway, this dualistic view seems to be a wrong view that should be denied. However, can the sphere of 

such a “wrong” view be called paramārtha? In this sense too, Jv’s understanding that this means a sphere for 

a practitioner of a lower level seems to suit the context.

2.3.2.4. [4]-[7]: especially on *nirābhāsagocara

As for [4], both Jś and Jv relate to the first bhūmi (stage) of bodhisattvas (Jv comments that this is “above” 

the first bhūmi).
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[5] in the two commentaries ((5’) in the Table 2 above) is, as I noted in 2.2.3, *nirābhāsagocara, which 

accords to the T (1) but is not attested by any other materials (Chin, Skt mss.). This cannot be explained as a 

morphological error (as can perhaps be done in 1.1.2 ([5] hetu- to kṣetra-)). It is also not possible to assume 

that the description in the two commentaries affected T (1), because Jś is said to have lived in the 11th

century whereas T (1) is assumed to have been translated in the 9th century. 

The situation is as follows: since none of the Chinese translations include this term, it is after 704 (Tang) 

and before 9th century that the [5] become nirābhāsabhūmi. The text that Jś and Jv consulted included this 

item. All the Skt mss. available to us, which are newer than them (although their original(s) may be older), 

lack this item completely. I cannot explain why this happened, but according to the commentaries, 

*nirābhāsabhūmi seems to exist with reason.   

Actually, the term nirābhāsa is important in this sutra and is related to the eighth stage. First, as Jv cites, 

this sutra says that the eighth stage is called nirābhāsa (fn. 15.n.7). Second, nirābhāsa is highly estimated in 

this sutra. Takasaki (T&H 2015: 106.n.19) interprets the term ‘nirābhāsa-gocara’ that appears in paragraph 

[3] as “a sphere in which there is no appearance of subject and object. A state without image” and comments 

that “this is a realm which is separated from the polarity of subject and object. The LAS frequently uses this 

term in order to describe the ideal state (the realm of awakening).” This term actually appears in paragraphs

[16] [19] etc. Likewise, the eighth bhūmi is also estimated in paragraphs [25] [51] etc. Third, even some 

Chinese commentaries mention the eighth bhūmi even though there is no mention of nirābhāsabhūmi in their 

text (T No. 1791 T39.446a4 etc.).

In this way, among the ten stages, this sutra stresses the importance of the eighth stage, which is 

characterized as nirābhāsa. Therefore, the original of T (1) seems to have inserted nirābhāsagocara between 

[4] (first or above the first stage) and [5] (above ten stages) to relate this to the eighth stage.

At any rate, by the previous seven items and by this item, we can point out that T (1), which is generally 

assumed to be a faithful translation of the Skt, sometimes differs greatly to Skt. This is why we need Rule 2.

3. Rest of Paragraph [2]

Lastly, let me present the rest of paragraph [2].
2-etat1 mahāmate-2,3 atītānāgatapratyutpannānāṃ tathāgatānām arhatāṃ4 samyaksaṃbuddhānāṃ5

6-bhāvasvabhāvaparamārthahṛdayaṃ, yena bhāvasvabhāvaparamārthahṛdayena-6 7-samanvāgatās 

tathāgatā-7 laukikalokottaratamān dharmān āryeṇa8 prajñācakṣuṣā 9-svasāmānyalakṣaṇapatitān 

vyavasthāpayanti-9 | tathā ca vyavasthāpayanti yathā tīrthakaravādakudṛṣṭisādhāraṇā 12-na bhavanti | 
13-kathaṃ ca mahāmate10 tīrthakaravādakudṛṣṭisādhāraṇā11,-12 bhavanti-13, yaduta 

svaviṣayavikalpadṛṣṭyanavabodhanād14 vijñānānāṃ, svacittadṛśyamātrānavatāreṇa mahāmate 

bālapṛthagjanā bhāvābhāvasvabhāvaparamārthadṛṣṭidvayavādino15 bhavanti ||

Note:

1: etat] N11, T1; evam/ṃ Ω; evam etat* T6; Φ N11, T5; (’di dag ni Tib) 

2~2: etat mahamate] ΦT5

3: mahāmate] Ω; mahāma N11
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4: arhatāṃ] Ω; arhantādvaya C8; ahatā N11; aharntāṃ Ry; arhantāṃ N15, T3

5: samyaksaṃ/mbuddhānāṃ/m] Ω; samyaksaṃbuddhānāṃ bhagavatām N12, T7

6: bhāvasvabhāvaparamārthahṛdayaṃ yena bhāvasvabhāvaparamārthahṛdayena] N11, N12, N13, N14, 

N16, T1, T3, T4, T5, T7, (° snying po yin te/ dngos po’i rang bzhin dang don dam pa’i snying po de 

dang ldan pas Tib; ° 以 性 自 性 第 一 義 心 Sung; ° 依 此 性 自 性 第 一 義 心 Wei); °hṛdayena 

bhāvasvabhāvaparamārthahṛdayena C8; °hṛdayena C9, N15, N17, R10, T6; °hṛdayaṃ yena 

bhāvasvabhāvaparamārthahṛdayaṃ yena bhāvasvabhāvaparamārthahṛdayena N11; °hṛdayaṃ yena ° 

Nj (°hṛdayaṃ {{yena bhāvasvabhāvaparamārthahṛdayaṃ}} yena ° Ry); (° 心以此心 (*°hṛdayaṃ 

yena hṛdayena) Tang) 

7~7: samanvāgatās tathāgatā] samanvāgatā N11

8: dharmān āryeṇa] Ω; dharmāṇ āryena C8; dharmān ārye T1 

9~9: svasāmānyalakṣaṇapatitān/ṃ vyavasthāpayanti] Ω (°patitā{{++++}}<<n vyava>>° Ry); °ṇāpati° 

T6 ● vyavasthāpayanti Ω; vyepayanti N15; vyapayanti N17, R10

10: mahāmate] Ωmahāmati N11

11: tīrthakaravādakudṛṣṭisādhāraṇā] Ω (°sādhāraṇā {{na}} Ry); °sādhāraṇā na C8

12~12: Φ N15

13~13: kathaṃ ca mahāmate tīrthakaravādakudṛṣṭisādhāraṇā bhavanti] kathaṃ ca mahāmate 

tīrthakaravādakudṛṣṭisādhāraṇā na bhavanti kathaṃ ca mahāmate tīrthakaravādakudṛṣṭisādhāraṇā 

bhavanti C8

14: svaviṣayavikalpadṛṣṭyanavabodhanād] svaviṣaya° T1 (bdag gyi yul° Tib; 自境界 (*svaviṣaya)° 

Sung; bdag yul° Jś); svacittaviṣaya° Ω (sva<<cittaviṣaya>>° Ry), (自心境界 (*svacittaviṣaya)° 

Wei); ● °dṛṣṭyana° Ω; °dṛna° C9, N14, T3; °dana° N13; °dṛṣṭyāna° R10, T1, T6; °dṛṣṭa<<na>>° 

Ry; ● °bodhanād T6; °bodhanāt/t* Ω; bodhanāta N15; °bodhād N16

15: bhāvābhāvasvabhāvaparamārthadṛṣṭidvayavādino] Ω; bhāvābhāvābhāva° N11; bhāvābhāva N15; 

bhāvasvabhāva° N17, R10; ● °vādino Ω; °vādito T1

3.1. Skt

I will comment a little about the variants. As for the reading in note 6, although Nj does not read it that 

way and all other studies just follow him, based on mss., Tib (T (1)), Sung, and Wei, that is the way it should 

be read. As for the reading in the first part of note 13, although all mss. except T1 reads svacitta, based on T1, 

T (1), and Sung, we should take the reading sva. The readings of C9, N14, T3 and N13 which are recorded 

after the first ● in note 14 show that for the scribes of these mss., one akṣara (ṣṭya or ṣṭyā) was unreadable, 

and then omitted. These two examples just show [later] confusing readings. The reading of N12 and T7 in 

note 5 shows that it is an addition based on the association from tathāgatānām etc.  

Although I believe that my examination of the above three passages provides some basis for 

evaluating the relative importance of the manuscripts, the amount of material dealt with here is too little 

to draw firm conclusions from. Further investigation is certainly required.
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3.2. Content

These are the concluding sentences of this paragraph. The above two sets are called “the heart of nature of 

existence and paramārtha,” and tathāgatās who possess (samanvāgata, Jv comments on it as “to posess as 

something to be understood (rtogs bya nyid du ldan pa)”) it are said to establish dharmas. Jś relates these two 

sets of seven items to defilement (*saṃkleśa) and purification (*vyavadāna) 20 . Jv, however, after 

characterizing the previous seven paramārthas to the realities of path (*mārga) and suppression (*nirodha), 

comments that these two sets teach the four realities that should be known (shes bya bden pa bzhi). Moreover, 

he says that these two sets are also included in convention (*samvṛti) and supreme reality (*paramārtha) 21,

namely, in two truths. This seems to be a harmonious and systematic interpretation of this paragraph.

Conclusion

In this article, I took up paragraph [2] of the LAS (Nj. 39.9-40.10) and examined the possibility of a new 

Skt edition based on mss. Since there are only enumerations of items and no explanations here, over the 

course of time, the text (Skt itself and translations) seems to have changed greatly. In such a case, it would be 

reasonable to assume that each translation has its uniqueness that reflects the uniqueness of the original Skt 

that the translators (or commentators) consulted. It may often be difficult or virtually impossible to decide on 

one “original” or “true” reading. In the case of the LAS [as a whole], therefore, I believe that we have to take 

note of the readings of translations and even commentaries carefully and exhaustively, tracing the changes to 

the texts.

Abbreviations

黄: 黄宝生 訳注『梵漢対勘 入楞伽経』中国社会科学出版社、2011.

D: Derge edition

Jś: Jñānaśrībhadra: *Ārya-Laṅkāvatāravṛtti, D, No. 4018, P, No. 5519. (Hadano et al. (1993): 

Jñānaśrībhadra Arya-laṅkāvatāravṛtti Tohoku University Catalogue No. 4018 by Hakuyu Hadano, 
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Jv: Jñānavajra: *Āryalaṅkāvatāra-nāma-mahāyānasūtravṛtti tathāgatahṛdayālaṁkāra-nāma, D, No. 4019,

P, No. 5520. 

LAS: Laṅkāvatārasūtra.

Nj: Nanjio, Bunyiu. ed., Laṅkāvatārasūtra. Bibliotheca Otaniensis 1, Kyoto, Japan, 1923.

P: Peking edition of Tibetan Tripiṭaka.

Ry: 梵文佛典写本聚英 Bonbun Butten Shahon Jyuei [Sanskrit Manuscripts of the Buddhist Sutras from 

Nepal), 井ノ口泰淳 Inoguchi Taijyun; 龍谷大学仏教文化研究所[Research Institute for Buddhist 

Culture, Ryukoku University], 1990, 法蔵館 Hozokan, Kyoto, Japan.
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sT: sTog palace edition of Tibetan Tripiṭaka (Cf. Tadeusz Skorupski, A Catalogue of the sTog Palace 

Kanjur, Bibliographia Philologica Buddhica. Series Maior IV, Tokyo, The International Institute for 

Buddhist Studies, 1985.) 

Sung: 求那跋陀羅訳 楞伽阿跋多羅宝経. Taisho (T) No. 670 (Vol.16.480a-514b): Sung (宋) translation 

by Guṇabhadra in 443, in 4 fasciculi.

T: Taisho tripitaka.

T1: Matsunami Catalogue No.333 (Originally collected by J. Takakusu). Cf. Takasaki (1981:1).

T&H 2015 Takasaki Jikido and Horiuchi Toshio, Ryōgakyō (Ryōga Abatsutara Hōkyō), Daizō Shuppan.

Tang: 実叉難陀訳 大乗入楞伽経. T No. 672 (Vol.16.587b-640c): Tang (唐) translation by Sikṣānanda in 

700-704 in 7 fas.

T (1): ’Phags pa Lang kar gshegs pa chen po’i mdo. D No. 107, P No. 775. sT (1) (No. 96), sT (2) (No. 

245)

T (2): ’Phags pa Lang kar gshegs pa rin po che’i mdo las Sangs rgyas thams cad kyi gsung gyi snying po 

zhes bya ba’i le’u. , D No.108, P No.776.

Wei: 菩提流支訳 入楞伽経. T No. 671 (Vol.16.514c-586b): Wei (魏) translation by Bodhiruci in 513 in 
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Notes
1 This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number 16K16697. This paper is a modified version of the 

paper I presented at Khyentse Center Lecture Series, held at the University of Hamburg, Germany, November 9, 
2016. I would like to express my gratitude to the participants for precious comments (especially to Prof. Dr. 
Harunaga Isaacson). I also thank Professor Seishi Karashima and colleagues at the Brahmi club (manuscript 
reading club) for reading the T1 manuscript with me and giving suggestions.

2 An anecdote about the “formation” of LAS:
Bunyiu Nanjo (1849-1927) writes in the preface of the text (Nj) that says he owes much to Unrai Wogihara 

(1869-1937). In the English preface (Nj. vii-vii), he writes as follows:
“... but as there were still many points which could not be made out quite clearly, I earnestly entreated Dr 
Wogihara to revise my copy by the aid of the Tibetan translation. He was willing to undertake the task. Not only 
was the Tibetan Laṅkāvatāra used but the three Chinese translations were also consulted to clear up whatever 
difficulties he met in the reading of my text. That I am now able to offer this edition of the Buddhist Sūtra to the 
public is altogether due to the ungrudging assistance given by Dr Wogihara to whom my hearty thanks are due.” 
He also writes the same thing in the Japanese preface (Nj. ii).

However, Wogihara allegedly seems to have suggested much more than Nj accepted or even took notes. Since 
this seems not to be known even to Japanese scholars, I will cite his testimony, which is an anecdote on the 
formation (!) of LAS with the Japanese original (I changed the old forms of the Chinese characters in the text to 
new ones).

In an essay in Japanese entitled 楓窓漫筆 一 梵文出版 “Fusomanpitsu: one: Bonbunshuppan (Random 
jottings at the fenster near acer (1): publications of Skt texts)” (first published in 1931, later included in Wogihara 
(1938: 874-875)), Wogihara first points out the situation of the flourishing numbers of publication of Buddhist 
texts at that time. However, he adds that the manuscripts that they were based on have so many mistakes and 
dittographies with the change of the times. Then, he continues as follows (I put some words in [] for clarity):

“By the way, to correct and repair the words of the original text in order to bring into the proper meaning, 
namely, in order to manifest their true meanings, is the most difficult task and what requires the ability mostly. 
Moreover, this is the most required thing. Other persons cannot imagine how difficult it is. This can only be 
understood by those who have the experience of publishing the original texts. 

Let me enumerate several examples of the difficulties of this kind. When Dr. Nj was alive, I was required by 
him to peruse the draft that the doctor prepared for publishing the Skt text of the Laṅkāvatārasūtra. In the process, 
I consulted the Tibetan translations, guessed the [better] reading based on both Chinese and Tibetan translations 
whenever the meaning was unclear, and sent it to the doctor. However, in many cases, the doctor did not easily 
change the text, usually only mentioned them in the footnotes, but sometimes he did not use [=took note] my 
suggestions at all. For me, although I did this in my spare time, I was surprised by the number of the omissions 
when I read the [published] text again. Anyway, those who see the published Skt text of the Laṅkāvatārasūtra
might be astonished how many variant words and emendations are listed in the footnotes.”
 所で、正当の意義あらしむる様、原本の正義を詮顕する様に文句を訂正補修することが原典出版者の
最も困難なる所で、又た最も手腕を要する所である。而も又た是が最も必要なのである。此の困難は他
人の想像のつかぬもので、原典を出版せし経験のある人のみ能く了解するものである。
 此の困難なる事例一二挙げんか、僕は南條博士の在世当時、入楞伽経の梵文を出版するが為に博士の
準備せられたる原稿を博士の委嘱を受け閲読し、其の大途に於て西蔵訳を参照し、意義の不審なる個処
あるときは一一蔵漢両訳に依りて読み方を推測し、博士に送付せしが、博士は多くの場合は容易に本文
を変更せず、大抵は僅に脚注に之を出し、時としては全然僕の提言を用ひられざりしこともあった。僕
としても、他の研究の余暇になしたる事とて、再び本文を読んで其の遺漏の多きに驚きたるほどである。
兎も角も今現に出版せられてある楞伽の梵本を見る人は、脚注に出せる異本の字句及び訂正の如何に多
きかに一驚を喫せらるゝならん。

3 A minor exception is Takasaki (1981), which is, as the title shows, a critical re-edition of the LAS Chapter VI, 
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which utilized 17 manuscripts. Of course, other than that, I am aware that some scholars studying this text based 
on manuscripts. Schmithausen (2010) is also important. For example, until the appearance of that article, we 
generally thought that the Skt title of the LAS Chapter VIII was Māṃsabhakṣaṇa instead of Amāmṣabhakṣana)).

4 Cf. Horiuchi 2015.
5 These two are Indian. However, Hadano et al. (1993: II) points out, “It is assumed from the word usages of the 

text that it is not a translation from [Skt] original but it was composed based on the lecture on LAS he did in 
Tibet”. As for Jv too, I (the author of this article) have a same impression.

6 Texts can be read from various points of view. Scholars of Chinese could read the same text in Chinese contexts 
with reference to Chinese commentaries.

7 The following are some emendations to T&H (2015), and Horiuchi (2015), which I have to continue and report.
In T&H (2015: 93.n.32), I noted the term 覆 and commented that in Skt, it is adha-m-ūrdha, meaning upside 
down, Cf. BHSD. However, first, -ūrdha is a typo for -ūrdhva. Second, although I cited BHSD, which understood 
adhamūrdhva here as adha-m-ūrdhva, commenting that “with “Hiatus-bridging” m, for *adha-ūrdhva,” as far as 
LAS is concerned, this explanation is needless. This is a wrong reading by Nj because T1 has avamūrdha (=T (1) 
spyi tshugs, Cf. Mvy, 3068). In any case, the meaning is the same (upside down). 
In Horiuchi (2015: 281) (last word of III, just above IV. Example 4), anekārthānārthato should be emended to 
anekārthānānārthato. 

8 This text sometimes seems to confuse T (=T1 ms.) and Tib, and I (abbreviation of a text) and T, which seems to 
be an error that occurred during the printing.

9 For example, as Takasaki pointed out (T&H 2015: 127.n.10), Guṇabhadra, as a translator of the 
*Śrimālādevīsūtra, inserts some phrases that relate to the doctrine delineated in that sutra but not found in any 
other texts of LAS (Skt, Tib, and two other Chinese translations). These can be understood as an insertion by 
Guṇabhadra, and we do not have to assume that the “original” of LAS included these phrases. There is even a 
case in which Sung seems to have added some commentarial words for Chinese readers (T&H 2015: 384. 
ll.10-13.). Moreover, although the Sung was translated in 443, as is seen in the case of the Chapter VIII 
(Amāṃsabhakṣaṇa), the Skt we can access is greatly different from that of the Sung. Schmithausen (2010: 88) 
points out that “At any rate, we can be sure that those parts and phrases of the Skt text that are confirmed by 
G[uṇabhadra] did already exist around 440 AD, whereas the other parts may be the result of a redaction which 
must have taken place before B[odhiruci], i.e. before 513.”

10 LAS is divided into ten chapters in Skt. However, Kokwan Shiren（虎関師錬, 1278-1346, a Japanese monk 
scholar of the Kamakura period divided the text of the Sung translation into 86 paragraphs in his Shinron. 
Although some of the divisions of the paragraph should be re-considered, Takasaki (1980) and T&H (2015) 
adopted his division of paragraphs. In this article too, I will adopt it (this is a practical measure: once this kind of 
division is adopted and used widely or to some extent, it is wise not to change it except when it includes fatal 
errors. Likewise, if a new edition of the entire LAS appears, I believe that it should note Nj’s page numbers 
because almost all of the LAS studies had referred to his page number, although we do not have to list the 
“variant” readings only found in Nj any more).

11 Pine (2012: 69) translates bhāvasvabhāva as “self-existence” and translates the second term [2] as “the 
self-existence of existence.” Although he does not note it, he seems to have emended the text as Shinron did.

12 I am not so naïve as to assume that the original text was perfect and it degenerated with the change in the times. I 
am also aware of the principle lectio brevior (shorter reading). However, in this case of simple and insipid 
enumeration of items, it would be natural to assume that haplography (and confusion based on it), instead of 
dittography or addition occurred. The insertion of number 7 after the enumeration may indicate something.

13 Let me briefly outline the structure of the LAS. At the beginning of Chapter II of LAS, Mahāmati, the interlocutor 
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of the sutra, after praising the Buddha, asks 108 questions (Nj. 23.17-29.8). The Buddha answers these questions 
(all in verses., Nj. 29.9-34.10). However, he does not answer his questions properly. Therefore, commentators 
sought to find answers in the body part of the sutra (Nj. 37.6ff.). (If these questions and the body of the sutra are 
related systematically, this may be a clue to clarifying the system of the LAS.) Shinron, on the other hand, relates 
this whole paragraph (on both seven bhāvasvabhavas and paramārthas) to the question found in LAS, Chap. 
II.37ab (Nj. 26.17).

14 Jv, D80b4-81a4, P93a6-93b7: gzhan yang blo gros chen po zhes pa la sogs pas sngar gyi rkyen gyis skye ba’i 
khyad par sdug bsngal dang kun ’byung gi bden pa gnyis kyis bsdus pa srid pa’i yan lag bcu gnyis kyi tshul mdor 
bsdus te bstan pa ’am/ yang/ sems can dngos po’i rnam (rnam] D; sna P) grangs dang/ mngon par brjod pa su yis 
bskyed (LAS, Chap. II.31ab (Nj. 26.4)// ces pa’i lan bsdus te bstan pa’o// de las [1] ’du ba’i dngos po’i rang bzhin 
ni rgyu kun ’byung gi bden pa ste/ las dang nyon mongs pa la sogs pa’i rgyu rkyen phan tshun ’du zhing sbyor 
pa’i dngos po’o// [2] dngos po’i rang bzhin gyi dngos po ni de las da ltar gyi ming dang gzugs la sogs pa’i phung 
po mngon par ’grub pa sdug bsngal gyi [P93b] bden par gtogs (gtogs] em.; rtogs DP) pa’o// [3] mtshan nyid kyi 
dngos po ni da ltar gyi phung pos bsdus pa’i tshor ba ’am tshor ba’i rgyu la mngon par chags pa’i sred pa dang/ 
len pa dang/ de dag gis ma ’ongs pa’i phung po ’grub par byed pa’i ’du byed kyi sa bon mthu dang ldan par byas 
pa ste/ srid pa zhes grags pa’o// de rnams kyang sdug bsngal dang kun ’byung gnyi ga’i char gtogs pa ste/ sngon 
gyi las dang nyon mongs pa’i ’bras bur gyur pa dang/ ma ’ongs pa’i zag pa dang bcas pa’i [D81a] phung po ’grub 
par byed pa’i rgyur gyur pa’o// de nyid kyi phyir de ni kun nas nyon mongs pa’i mtshan nyid yin pas mtshan nyid 
kyi dngos po zhes bya’o// [4] ’byung ba chen po’i rang bzhin gyi dngos po ni de dag gis bsdus pa phyi dang nang 
gi ’byung ba ste/ sems can gyi skye ba’i gnas kyis bsdus pa’o// de yang sems kyi snang ba las ma gtogs pa bem 
(bem] P; bems D) po’i ngo bo ni grub pa med ces bstan to// [5] rgyu’i dngos po ni ’du byed kyi sa bon dang ldan 
pa kun gzhi rnam par shes pa ste/ ma rtogs na ’khor ba’i nye bar len pa’i rgyur ’gyur ba’o// [6] rkyen gyi dngos 
po ni ma rig pa dang ’du byed dang sred pa la sogs pa ste/ sngar gyi ’du ba’i don nyid kyang gsal bar bstan pa 
ste/ ’on kyang da ltar gyi gnas skabs las ma ’ongs pa’i phung po ’grub par byed pa’i rgyu dang rkyen la sbyor bas 
zlos pa’i nyes par ’gyur ba ni ma yin no// [7] ’grub pa’i dngos po ni rgyu rkyen de dag la brten nas skye ba dang 
rga shis bsdus pa dang/ ma ’ongs pa’i phung po ’grub pa ste/ de ltar na srid (srid] em.; sred DP) pa’i yan lag 
rnams kyang tshe gsum gyis bsdus pa ste/ zhib tu ni ’og nas bstan par bya’o//

15 sT (2) has “snang ba chen po’i spyod yul”.
16 Jv, D81a4-81b6, P93a6-94b2: yang blo gros chen po zhes pa la sogs pas ni rten ’brel de rnams kyi rang bzhin 

stong pa nyid don dam pa’i bden pa ston te/ sngar gyi de bzhin nyid ni rnam pa du1 zhes pa’i lan (lan] D; lam P) 
du sbyar bar bya’o//
de la [1] sems kyi spyod yul ni de bzhin nyid la dmigs pa’i thos pa dang bsam [P94a] pa las byung ba’i shes rab 
spros pa gcod byed kyi rjes su dpag pa’i tshad ma’i yul lo// de yang slu ba med pas rigs (P rig) pa ni// don dam
yin te2 zhes pa dang/ des gtan la phab pa’i don kyang don (kyang don] P; Φ D) dam pa ste3 zhes gsungs pa’o// [2] 
ye shes kyi spyod yul ni ’jig rten pa’i bsgom pa las byung ba’i shes rab drod dang rtse mo’i gnas skabs kyis bsdus 
pa cung zad rnam par mi rtog pa’i ye shes dang/ de’i yul du gyur pa’i de bzhin nyid de/ de skad du yang ye shes 
kyi tshogs ni drod dang rtse mo’i gnas skabs yan chad la Shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i ’grel pa4 las bshad pas 
so// [3] lta ba gnyis kyi spyod yul ni gang zag dang chos kyi [D81b] bdag tu lta ba dang bcas pa bzod pa dang ’jig 
rten chos kyi mchog gi gnas skabs kyi ye shes dang/ de’i yul du gyur pa’i de bzhin nyid de/ de skad du yang/ gang 
zag dang chos kyi bdag la kun tu (tu] P; du D) rmongs pas sa dang po la sgrib po5 zhes sngar bstan pa dang/ Shes 
rab kyi pha rol tu phyin pa las kyang bzod pa dang ’jig rten chos kyi mchog gi gnas skabs na go rims (rims] D; 
rim P) bzhin du/ gang zag rdzas la brten pa dang/ skyes bu btags pa la brten pa’i ’dzin pa’i rtog pa gnyis dang 
ldan no6 zhes gsungs pa’i phyir ro// [4] lta ba gnyis las ’das pa’i spyod yul ni de ’dra ba’i rnam rtog rags pa 
spangs pa mthong lam yan chod kyi ye shes dang/ de’i yul du gyur pa’i de bzhin nyid spros pa thams cad dang 
bral ba’o// de skad du yang/ sngar gyi lta ba gnyis la sogs pa mthong ba dang/ bsgom pa’i lam gyis spang bar bya 
ba nyid du gsungs pa dang de ’dra ba’i rmongs pa’i sgrib pa spangs pas sa dang po thob pa nyid du gsungs pas 
so// [5] snang ba med pa’i spyod yul ni mdo sde ’di nyid las// snang ba med pa brgyad pa ste7// zhes gsungs pas 

国際哲学研究 6号 2017　　83



khyad par du sa brgyad pa yan chad kyi ye shes dang de’i yul lo// [6] sras kyi sa las ’da’ ba’i spyod yul ni sangs 
rgyas kyi sa [P94b] la ’jug pa dpa’ bar ’gro ba ’am/ rdo rje lta bu’i ting nge ’dzin gyi gnas skabs kyi ye shes dang 
de’i yul lo// [7] de bzhin gshegs pa so so rang gis rig pa’i spyod yul ni sangs rgyas kyi sas bsdus pa chos kyi sku’i 
ye shes mnyam par gzhag pa dang rjes kyi gnas skabs dang de’i yul du ’gyur ba’o// ’dir thams cad du yang yul 
dang yul can tha dad pa ni min te/ ’on kyang so so rang rig pa’i tshul du rang rang gi chos nyid la sgro ’dogs gcod 
pa’o//

Note:
1: LAS, Chap. II.28c (Nj. 25.17)
2: Satyadvayavibhaṅgakārikā, D No. 3881 Sa 1b4.
3: Cf. Satyadvayavibhaṅgaṭīkā, D No. 3882 Sa 4a5: des gtan la phab pa’i don kyang don dam pa ste/
4: Cf. Abhisamayālaṃkārālokā (AAA, U. Wogihara ed.)
5: Jv, D 27b7, P 32a8: sa dang po la ni gang zag dang chos la mngon par zhen pa’i kun tu (tu] P; du D)

rmongs pa dang/
6: AAA, 36.30-37.1: dravyasatpuruṣādhiṣṭhānaḥ prajñaptisatpuruṣādhiṣṭhānaś ceti dvividho 

    grāhakavikalpa iti. 
7: LAS, Chap. IV.2b (Nj. 215.11), Sagāthakam, v.106b (Nj. 278.9)

17 T No. 1789, T39. 351b16. However, I have to admit that there is a commentary to Tang that interpreted 二見 as 
seeing two nairātmyas (T No. 1791, T39. 446a).

18 Ironically, among the modern translations of the Skt LAS I consulted, Yasui (1976) seems to be a relatively better 
one, because he sometimes avoids the errors of Nj’s text by consulting the Tibetan translation.

19 For the term dṛṣṭidvayaṃ found in other places (ad., Nj. 30.6), Jv comments that this refers to subject and object 
(grāhya and grāhaka). For the same term in another place (ad., Nj. 149.7), Jv relates this to samāropa and 
apavāda. There is a similar term kudṛṣṭi, which appears in a similar context. 

20 Jś, D 72b3-4: bdun pa gnyis la kun nas nyon mongs pa dang/ rnam par byang ba gnyis su gzhag go//
21 Jv, D82a5, P95a2: de yang kun rdzob dang don dam pa’i bden pa gnyis su ’dus la/

Keywords: Guṇabhadra, Jñānaśrībhadra, Jñānavajra, svabhāva, nirābhāsa
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メイヤスーと思弁的実在論 

 

清水 高志 

 

 

思弁的実在論speculative realismと呼ばれる思想的潮流は、内部にさまざまな異質の動向を孕みつ

つも、大きな反響を巻き起こしてきた。2007 年に、ロンドン大学ゴールドスミス校で行われたシン

ポジウムにおいて、メイヤスー、ハーマン、ブラシエ、グラントの 4 名が集まったことが、この運

動の端緒となったが、こうした舞台を準備したのはその前年に発表されたメイヤスーのAprès la 

finitude.（『有限性の後で』） 1と、そこで展開された《相関主義批判》であった。この《相関主義批

判》という論点は、ポスト構造主義までの西欧哲学の限界を抉りだすべく、メイヤスーがこの著作

のうちで明確にしたものだが、先の 4 名もそれぞれに立場を異にしながら、相関主義の超克という

問題意識において一致をみたのである。 

思弁的実在論は、広義には《相関主義批判》という論点に共鳴しつつ、相関性の外部にある実在

をいかに捉えるか、という課題に取り組む 21 世紀の思想動向を指したものである。ハイデガーの道

具分析やブリュノ・ラトゥールのハイブリッド論などを経由してオブジェクト指向存在論（OOO）

を展開するグレアム・ハーマンや、多くの場合ホワイトヘッドやラトゥールに共感を寄せている思

弁的実在論のフォロワーたちはいずれも、相関主義を超えたところにある実在やモノをどう考える

かということを主軸にしているが、そもそもメイヤスーがこうした論点に逢着したのは、実在や世

界だけを問おうとしてのことではない。自分が現にあるありかた（即自）以外の世界や自分の状態、

そうしたいわば他界や彼岸の状態について、私たちは何を知ることができるのか？ といういささ

か宗教的な問題意識、むしろこれが、彼にとっての根本問題であった。本稿では、『有限性の後で』

の中盤までの議論を検討しながら、思弁的実在論が切り拓いた思考の成立過程を、いま一度この《即

自性》や自己という主題に立ち戻りつつ再考する。そして、20 世紀の思想潮流とは異なる新しい実

在論が、どうしてこのような思索のなかから芽生えるにいたったのかを、考察してみることにした

い。 

１.信仰主義とポストモダン 

『有限性の後で』の第 1 章においてメイヤスーは、人類以前の出来事（「祖先以前的な出来事」）

のような、即自的に知りようがない事について、根本的な疑念を持たない人々を《素朴実在論者》

と呼び、まず批判を加えている。彼らは客観的な世界の安定性や、その自然法則の普遍性への信頼

に基づき、そうした人間不在の出来事について語る。しかしそれらのさまざまな知識もまた、検証

可能な暫定的な情報として、科学者集団の合意のもとで知られているに過ぎず、そもそも人間の精
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神との相関を抜きに、そうした出来事を語ることはできない、というのだ。2メイヤスーにとって彼

らは、自分が相関性のなかにいることが最初から分かっていない人々である。人間の精神から独立

してある実在とは何か？ これが彼の最初の問題提起である。 

とはいえ、彼は人間精神と世界の相関的なありかたに、ただ自覚的であればいいというのではな

い。こうした相関性を前提とした議論は、カントが彼以前の哲学を思弁哲学と呼び切り捨てて以来、

むしろ西洋哲学の基本的な前提としてさまざまなヴァリエーションを生みつつ展開されてきた。こ

うした傾向を持つ《相関主義者》たちは、メイヤスーによれば大きく 2 種類に分類されることにな

る。 

まず、カント的な《弱い相関主義者》と呼ばれる者たちは、人間精神による関与から離れた出来

事は、即自的に捉えて認識することは出来ないが、しかしそれが少なくとも無矛盾的なものとして

存在することを思考すること
、、、、、、

はできるとしている。これに対し、《強い相関主義者》たちは、そもそ

もそうした人間の関与の《大いなる外部》については、それについて何かを認識することはおろか、

思考すること
、、、、、、

すらできない、と見做している。批判哲学から後の、ポスト構造主義までの発想はい

ずれも――相関そのものを逆に主体的に強く肯定して 2 項性を乗り越えようとするヘーゲルのよう

な例も含めて――彼によれば、こうした《強い相関主義者》の立場のなんらかのヴァリエーション

なのである。 3 

『有限性の後で』では、この《強い相関主義者》は、幾人もの登場人物たち（《～主義者たち》）

によって執拗に繰り広げられる、あらゆる議論の中心にいる。彼は一見するとメイヤスー自身より

なお強い光彩を放っているかのようだが、にもかかわらず厳しく批判されねばならない。《強い相関

主義者》はすでに述べたように、みずからの理解を超えたもの、たとえば相関性を超えた絶対なる

ものについて、それが思考不能で隔絶しているということ以外に、何も明確にすることができない。

即自でない状態について、彼は不可知論以上のものを示しえないのだ。それゆえ《強い相関主義者》

は、それら隔絶したものの存在を否定するのでなければ、かえってそうしたものをアド・ホックに、

盲目的に肯定するほかないのではないか？ このようにメイヤスーは問い質すのである。 

 

相 関 性 の 根 本 化 と 共 に 出 来 す る の は 、 い わ ば 、 存 在 と 思 考 の 可 能 な る 全 き 他 者 化
、、、、、、、、、

〔tout-altérisation possible〕である。いまや、思考不可能なものは私たちに対し、他なる思考は

できないという私たちの不能性のみをつきつけるのであり、思考不可能なそれが他なるしかた

で存在することの絶対的な不可能性を突きつけるわけではないのだ。（中略）今日、進んで「絶

対者の終焉」と言われている事態は、正反対に、絶対者に対して驚くべきライセンスを賦与す

ることに他ならないのだ。 4 

 

《強い相関主義》は、そこから隔絶したもの＝絶対者について、なんらアクセスできないが、そ

れはそうしたものの「存在」と、そうしたものをめぐる「思考」とが、完全に自分にとって他なる

ものになるということを意味している。とはいえ、それでも絶対者は消滅するわけではないから、

《強い相関主義者》の主張は、結局のところ不合理なまま、ただ受動的にそれを受け入れるよう要

請されているにひとしい。こうした意味での思考の放棄は、「不合理ゆえにわれ信ず」といった類の、

宗教的な信念と何ら選ぶところがない。メイヤスーによればそれは、与えられた具体的な客観世界

のありようをそのまま受け入れるということでしかないのだ。《強い相関主義者》は、不可知論であ
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りながら、実は対象世界の状態にきわめて依存的なのである。 

 

 したがって、「思考の脱－絶対化」と見なされる形而上学の終焉は、絶対者への任意の宗教的

（あるいは「詩的－宗教的」）信念を理性によって正当化することに存する。なぜなら宗教的理

念はそれみずからに立脚するしかないのだから。言い換えるなら、こうなる――形而上学の終
、、、、、、

焉は、絶対者への権利要求の合理性を放棄した結果として、宗教的なものの激しい回帰という
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

形を
、、

採ることになった
、、、、、、、、

。 5 

 

ポストモダン的な文化批評が、実際のところ文化相対主義を主な要素として含むあらゆる相対主

義の変形であるに過ぎず、与えられた状況を受け入れるだけの現状肯定思想なのではないかという

指摘は、すでに多くの論者によってなされているが、メイヤスーの相関主義批判が、まずもって同

様な疑念に根差すポストモダン批判でもあることは、改めて強調しておく必要がある。マルクス・

ガブリエルによれば、このような現状肯定主義はラディカル・デモクラシーにとっても大きな脅威

であり（つまり扇動やポピュリズムに免疫がないのである）、メイヤスーが不可知論的な言論に断固

として対抗している理由もそこにあるという。6《強い相関主義》の一見不可知論的で懐疑的なポー

ズの裏にある、客観世界への依存性と盲信性を、メイヤスーはかくして、《信仰主義》の名のもとに

断罪する。彼によれば、《強い相関主義者》による他の立場への批判を踏まえたうえで、積極的にそ

の対岸にあるもの、つまり《大いなる外部》へとアクセスし、即自でない状態について「考える」

のでなければ、そもそもこうした事態は解決できない。またそうでないかぎり、私たちは真の実在

を捉えることも出来ないのだ。①社会変革を志す思想から、②文化相対主義的なポストモダン、そ

してさらに③思弁において実在を考えることへと、現代哲学の舞台は移りつつある。こうした問題

意識のもと、メイヤスーが繰り広げるのは、一つの確信に到達するまで、デカルトのようにどこま

でも懐疑を練り上げるという、驚くほど反時代的な営為である。 

２.絶対性としての偶然性――主体とモノの非対称性を超えて 

こうした根本的な懐疑を検討する前に、まず踏まえて置かねばならないことがある。それは《強

い相関主義者》が語るように、《大いなる外部》が、なにか即自的なものとして思考されることがつ

ねに否定されることが明らかになったからといって、それがもう「不可知なものとして与えられた」

ということにはならない、ということである。相関主義が、みずからの立場が相対的なものである

ことを自覚するからといって、そこで（それを相対的なものたらしめる）絶対がただちに現前する

わけではない。エリー・デューリングが、ある種のコンテンポラリー・アートに対して行った、実

質的にはポスト構造主義批判でもあった、《ロマン主義》批判を想起しよう。 7「不可知なもの」と

しての剰余を強く意識し、たんなる個々の即自的なものを否定するために、むしろ主客の相関関係

のプロセスのほうを実体化して肯定するという形で、「主体」を批判するという方法、それによって

「形而上学」を批判するという言説は、20 世紀までにすでに多く現れたが、 8メイヤスーはこれら

にも公然と批判の矛先を向けている。こうした議論においては、認識の外部にあるモノは、主体と

の相関関係に取り込まれ、いずれにせよそこに回収されてしまわざるを得ない。主体をどこまでも

否定することで、《大いなる外部》へとアクセスしようとすることは、結果的には別種の主体化を次々
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ともたらすだけだ、というのである。9ポスト構造主義までの「差異の哲学」は、結局のところ「主

体化されたモノ」についてしか語っておらず、《強い相関主義》を強化する役割しか果たしていない

のだ。 

メイヤスーの議論を、さらに別の角度から補強してみよう。相関主義の問題とは、主体と対象（モ

ノ）、認識するものと認識されるものの、上述のような非対称の問題であるにほかならない。カント

的な主体は、認識される対象をその悟性の働きによって綜合するものであり、そのかぎりにおいて

複数の対象を相手どる唯一の主体（およびその認識の条件）がある。この唯一性は、そのまま主体

の対象というものに対するアドバンテージをなしており、《弱い相関主義者》は、「認識はできない

が思考はできる」という形で、こうした優位を《大いなる外部》、物自体についても持ち続けている。

――これに対し《強い相関主義者》は、そうした意味での主体を否定し、そのような主体が確立さ

れるプロセス（それをここでは「主体化」と呼ぶことにしよう）を阻害するものとしての外部性や

絶対者を導き入れることによって、主体化を分裂させ、切断し、複数化してしまう。彼らの相対主

義的な不可知論の実態はこうしたものである。とはいえ、このときそうした外部性もしくは絶対者

は、メイヤスーにいわせれば、それが〈別様である可能性〉を知りえないまま、ただ与えられてい

る。つまり、なんらかの《即自の状態》としてハプニング的に与えられてはいるが、《非即自の状態》

としては、それは思考されようがないのである。さらにいえば、それが別様であることを《知りえ

ない》がゆえに、それは実質的に唯一のもの、絶対者であるかのごとく与えられている
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。だが実際

には、その都度〈別様〉でもあり得るのであり、偶然な《事実性
、、、

》として与えられているだけなの

だ。 

ある主体化が、複数の対象をその悟性の働きのうちで扱うとされていたのに対し、主体化を断絶

させ、複数化するとみられる外部、モノは、このように不確定で散発的な形でしか登場しておらず、

主体が対象にたいして持っていた優位――複数のものに対する唯一のものであるというアドバンテ

ージ――は、モノの側には成立する余地がない。大いなる回収者、綜合者である主体にあったよう

な一貫した性格が、モノにはなんら見出されておらず、それが何か「絶対者」のように現れるのも

実は錯覚でしかない。ここでは《大いなる外部》、モノの介在は、あらたな主体化のためのたんなる

幕間劇、仕切り直しに過ぎないのだ。実在としての世界を、私たちが決して捉えられない理由もこ

こにある。主体が優位性を保ち続けるロジックは、この種の「主体」批判、「形而上学」批判によっ

て、いささかも揺らいでおらず、《強い相関主義者》もまた、主体優位の議論の延長線上に身を置い

ている。 

こうした状況から脱却するための手がかりは、メイヤスーによれば、「その都度〈別様〉でもあり
、、、、、、、、、、、、

得るもの
、、、、

としての事実性」それ自体の根源的なありかた、その一貫した性格をとらえること、そし

てそれを「絶対的なもの」として思考するところにある。 

 

 もし絶対者が今なお、相関的循環によって妨げられることなく思考可能であるとすれば、そ

うした絶対者は、ただ相関主義の強いモデルの第二の決定それ自体を絶対化することで得られ

るものであるしかない――すなわち事実性の
、、、、、、、、

絶対化である。言い換えれば、もし事実性の下に

隠された一つの存在論的真理を発見できるならば、そしてもし、事実による脱－絶対化に力を

与えているその源泉そのものが、正反対に、ある絶対的存在へのアクセスであるということを

把握できるならば、私たちはいかなる相関主義的懐疑論でも達しえない真理へのアクセスを開
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いたことになるだろう。 10 

 

さまざまな形で〈別様〉にあり得る、《事実性》そのもの、非即自な《事実性》へと遡及すること

――主体と対象（モノ）の間に見られた前述の非対称性を転倒するために必要なのは、こうしたア

プローチである。《事実性》は一見したところ、「思考の不可能性」であると思われたし、ただ与え

られていたに過ぎなかったが、むしろその意味では、それこそが「絶対者の知」をもたらし、しか

も「事物」に即してそれをもたらすとも考えられるのだ。 

 

 事実性こそ絶対者の知であると明らかになるだろう。なぜなら、私たちは最終的に、思考の

不可能性であるとこれまで誤って捉えていたことを、事物のなかに位置づけ直すことになるか

らだ 11 

 

すでに述べたように、「絶対者の知」へと転倒されるためには、《事実性》はその都度与えられる

だけではなく、それを規定する特有の性質を持たねばならない。それが、なんらかの「状態」にお

いてあり、事物のうちにあるのであれば、むしろ、さまざまな形でこうした《事実性》が〈別様〉

にあり得ること、すなわち偶然性こそが、《事実性》について一貫して――必然的に――語られうる

ことだと、メイヤスーは主張する。《事実性》を「絶対者の知」に変ずること、《事実性》を絶対化

することとは、偶然性の絶対性を承認することである――これが、非即自的な《事実性》について

の彼の第 1 の規定である。 

３.《即自的》でない自己 

このように、《事実性》のうちにある偶然性が、絶対的なものについての知の端緒であることをメ

イヤスーは強調したが、そもそもその偶然性ですら、実際には私たちにとってのものでしかあり得

ず、絶対性とは言い難いのではないだろうか。ここまでの時点では、彼の主張は十分に説得的では

なく、そうした疑問が浮かぶことは避けがたい。そこでメイヤスーは、例によってさまざまな主張

を持つ人物たちを登場させ、問題を丹念に掘り下げることになる。そこで議論の焦点になるのは、

「私たちの死後」をどう考えるかという主題である。このあたりは『有限性の後で』の白眉であり、

ここにおいていよいよ、《即自性》と自己というメイヤスーのもう一つの主題が、大きくクローズア

ップされるのだ。 

メイヤスーがまず登場させるのは、2 種類の独断論者たちである。彼らの見解は対照的で、その

うちの一人は私たちの死後も、私たちの存在が神の永遠の観想のもとに存続すると主張しており、

もう一人は死によって私たちの存在はすべて無に帰すると考えている。当然ながら《相関主義者》

は、これら両名に対し、「私たちにとって」ということの外部を、即自的に、「私」の状態として知

るということにはそもそも矛盾があり、こうした主張はいずれも独断的にはなしえないといって批

判することになろう――不可知論的な《相関主義者》と、独断論者たちの三つ巴の論争が、まざま

ざと描き出されるわけである。 

しかしながら、これら三つの立場に共通点がないわけではない。彼らはいずれも、「私たちにとっ

て」知られるもの以外の状態がそもそも「ある
、、

」ことを認めているし、それについて（即自的にで
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はないにせよ）思考できると考えている。言い換えれば、所与の状態として与えられる状況にみな

依存的なのだ。それゆえここで、もう一人の論者が現れて、不可知論的な《相関主義者》は、相関

主義そのものの原則に矛盾しているのではないか、という疑念を呈することになる。そしてこの論

者は、「私たちにとって」知られるもののみが結局は存在し、それ以外は思考不可能であると主張す

るのである。こうした見解に立つ人物――《主観的観念論者》は、先の三つの立場のすべてと異な

る見解を持ったあらたな登場人物である。 

さて、こうした批判に対して、不可知論的な《相関主義者》も黙ってはいない。彼は、「私」が存

在しない状態で、即自的にその状態を思考することは不可能だが、私がいない状態になることを排

除する原因を見出すこともまたできない、と反駁する。――「私は考える、ゆえに私はある」とい

うのがデカルトの懐疑の到達点であったが、「私が少なくとも現在のように考えもせず、存在もしな

い」という状態について、「考える」ことは少なくとも可能である。死において「私」が〈別様〉な

ものになるということ、その《事実性》についてならば私たちは考察できるのであり、そうした条

件のもとで自分は先のような不可知論を展開し得るのだ、と彼は強調することになるに違いない。 

このとき、最後の論者である《思弁的哲学者》が出現する。このあらたな人物はこれまでの議論

で、なんら絶対的なものが登場していないことに強い不満を表明する。――彼によれば不可知論的

な《相関主義者》は、まったく偶然に〈別様〉でありうる可能性をもつ《事実性》というものを、

デカルトのコギトよりもさらに根源的なものとして見出さざるをえなかった。またそれについて思

考することが可能であると主張したが、こうした《事実性》こそが、あらゆる否定や懐疑にも関わ

らず逆説的に成立し続ける絶対的なものだということに気付いていない、と批判するのである。こ

の《思弁的哲学者》にとっては、「私は考える、ゆえに私はある」という状態は、《事実性》によっ

てもたらされた状態の一部分に過ぎないのである。 

こうした議論は、西洋の知的伝統からするともちろんきわめて異例であるが、東洋にはむしろ類

似したものがあり、ナーガルジュナの『中論』で繰り返される 4段階の否定の論法（テトラレンマ）

を思い起こさせる。論点を明確化するために、その点についてもここで触れておくことにしよう。 

たとえば中論の 18章の第 8偈に現れる典型的なテトラレンマ（4句分別）では、最初に①「すべ

ては真実（如）である」という命題が語られ、次に②「すべては真実でない」という命題が述べら

れる。①は素朴に現実の世界を信じる者の見方であり、②は現象はすべて一刹那の後には変化する

という洞察をもったものの見解である。そして三番目に③「すべては真実であり、かつすべては真

実でない」という命題が述べられる。①のような素朴なものにとっては真実であり、修行をして②

のような見解をもったものには真実でない、というのである。 

しかしこれらは、ある刹那の次の刹那に起こることにいずれも依存したものなので、第 4の命題

④「すべては真実であるのではなく、かつすべては真実でないのではない」が説かれなければなら

ない。仏教では何か対象を否定するとき、次の対象が浮かんでくるような否定、対象のあり方にそ

の都度左右される否定を相対否定と呼び、そうでない否定を絶対否定と呼ぶ。12「空」が理解され

るのはこの絶対否定によるとされるが、③まではいずれも否定対象の状況に依存した、相対否定に

よるものである。それゆえ④では、③そのものが否定され、何らかの対象に依存しない（無自性な）

かたちで、③の不可知論自体がさらに転倒されねばならない。④の命題は、なんらかの対象につい

て語られるわけではないが、すべての対象について真実なことを述べており、「空」の立場からこう

した否定を行う何者か
、、、

も、また確かなのである。（真如の確立） 
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こうした否定の論法は、メイヤスーの『有限性の後で』の核心部分の議論と類似したものである

ことが分かるだろう。①と②は、一方は肯定的、他方は否定的という違いはあるが、それぞれに祖

先以前的な言明を行う独断論者たちの主張である。また③は、不可知論的な《相関主義者》そのも

のである。④はというと、それこそがまさに、③の命題のうちに絶対的なものが現れておらず、与

えられた状況に盲目的に依存しているといって批判する《思弁的哲学者》である。メイヤスーが、

現実世界の法則の安定性への疑念だけを語っていると考えるのは、ナーガルジュナの空論が虚無ば

かりを語ったものだと考えることと等しい。彼らの思想は、むしろ大いなる肯定の思想へと繋がる

ものなのだ。中論派のロジックを踏まえて言うなら、われわれは非即自的な自己を、無自性で空な

ものであるかぎりにおいて思考し、感じることができる。そしてそれを単に客観的に否定すること

は素朴なのである。 

４.非‐不可知論的な《強い相関主義者》としての《思弁的哲学者》 

そもそも、「私は考える、ゆえに私はある」ということが、即自的な自分の状態という、《事実性》

に基礎を置く状態と結びつけて考えられざるをえないということは、何を意味しているのだろう

か？ 即自的でない主体の存在
、、、、、、、、、、、

や状態
、、、

を語ろうとするのであれば、コギトはそれ自体より他の論拠
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

を持ってくるしかない
、、、、、、、、、、

し、コギトによってそれが確かなものであるとされた対象世界についても同

じことが言える。――たとえば対象世界の整合性が主体の綜合によって保証されるというのであれ

ば、カントが言うようにコギトはあらゆる現象にともなって否定しがたくあることになり、未来や

過去についても相応に安定した世界像が得られることになるだろう。それは主体についても、対象

についても言えることであるが、しかし実際にはある即自的な自分の状態、つまりある《事実性》

と、別の即自的な自分の状態とが整合もしくは連接することが、「考える主体」を確かなものにして

いるのである。 

その意味で、即自的なコギト以外の主体は、こうした整合や連接からみて事後的なのだ。さらに

言えば、即自的なコギトすら、即自的なコギトとともに見出されるもの、《事実性》としてのある状

態同士の、思考以前にある結びつき、変化――つまり〈別様にある〉こと、偶然性――から見て、

先んじてはいないのである。そしてこの連接や変化の《事実性
、、、、、、、、、、

》と、そこからの事後性において考

えることが、コギトが懐疑の果てになお否定され得なかったのとまさに同じように、つねに否定さ

れ得ないのを見出したこと、ここにメイヤスーの発見の核心があるのだ。 

《事実性》とは、それを考える主体に先立っており、しかも主体でないとも言えないものである。

――それ自体は〈別様に〉なった主体として、即自的に《ある状態》とともにある。しかもこの「状

態」は、奇妙なことに主体の不在、死という「状態」まで含んでいるのである。そうでなければ、

《事実性》としての未来の「状態」は、ただ過去の即自的な主体によって、対象的に思考されてい

るというだけになってしまう。つまり素朴実在論的に、客観的世界の安定性への信頼に根拠をおい

て、そうした未来を語っているだけになってしまう。 

メイヤスーが登場させる《思弁的哲学者》は、不可知論的な《強い相関主義者》に対抗し、議論

のなかに何も絶対的なものを提示できていないといって批判するが、同時に彼の主張のほとんどを

ぎりぎりまで承認することによって、そうした批判が成立している。つまり、メイヤスー自身であ

る《思弁的哲学者》は、非
、

-
、
不可知論的な《強い相関主義者
、、、、、、、、、、、、、、

》なのである。 
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ある即自的な「状態」、ある《事実性》において、ある主体が別の即自的な「状態」にある主体や、

その「状態」について考えるというとき、その関係は入れ子になっている。つまり、考える即自 a

から見て、考えられる即自 b は、対象として即自 aに捉えられており、その限りで即自 a と相関的

な関係にある。即自 aは、即自 bを考えている「状態」にあるのだ。 

しかしながら、即自 bもまた、その《事実性》のもとにある主体を持っていなければならない。

そうでなければ、それは即自ですらない。そもそもどんな場合も、コギトは相関的なものであった

のだ。このとき、主体をいわば安定した媒介項として、即自 a と即自 bを整合、連接させることに

よって、即自 a と即自 b のこの入れ子関係を考えてはならない。――それこそが、相関主義を「肥

大化するプロセス」にし、先述の主体化をもたらすのだからだ。これは、相関関係以外のものが、

そもそも存在しない
、、、、、

とする、《相関主義的観念論者》の立場である。 

むしろ逆に、即自 aも即自 bもそれぞれに相関的なものとしてあるのだが、即自 bにとって、そ

れが即自的にあるところの主体は、即自 a からすると断絶している、対象として、またその《事実

性》としての「状態」を考えることができるのみである、とするならば、相関主義を不可避なもの

として認めつつも、《大いなる外部》について考えることができる。しかもまた、それが《事実性》

である限りにおいて、事後的にそれを思考することとは別に、そこに即自的になんらかの主体を置

くことができる。いや、置かねばならない。そうした主体ぬきでは、どんな即自も成立し得ないの

だからである。 

５.中性化する生と死――ジェイムズからメイヤスーへ 

メイヤスーは『有限性の後で』において、ヒュームの経験論についても言及しているが、13こう

した諸状態の連接（あるいはうまく連接しない結びつき）が、主体や対象のありかたに先立つ最初

のものであることをはじめて明確に主張したのは、むしろヒュームですら主体を素朴に、安定的に

想定しているといって批判した、W・ジェイムズとその根本的経験論であろう。14メイヤスーが《事

実性》という名のもとに浮き彫りにするのは、諸現象を整合し、綜合するとされた主体の成立に先

立つ「状態」であり、主体も対象もそこではいまだ、整合や連接によって肥大していない、ある種

の経験である。メイヤスーはこうした《事実性》のうちに、偶然性という性格を見出したが、ジェ

イムズが語ったのは主体と客体が分離して成立する以前の経験としての純粋経験である。ある純粋

経験は、それが後発する別の純粋経験とうまく連接するとき、後発の純粋経験を「予期していた」

主体となり、後発する純粋経験は「予期された」対象として扱われるが、それ自体経験である連接

という事実が、それらの分離に先立っているとジェイムズは考えた。 

《事実性》は、通常の意味での主体化に先立っており、しかも対象世界の安定的な成立をも脅か

すものだが、主体と対象が即自的に、（ジェイムズ風に言うなら）未分化に結びついたものでもある。

未分化であるがゆえに、別の即自的な主体からは理解不能な断絶を秘めているのだ。即自的な「状

態」と即自的な「状態」の整合や連接以前には、単独の即自的な「状態」そのものが持つ孤絶があ

る。《強い相関主義》の前提を維持したまま、それを徹底しつつ、主体についても、対象についても

こうした孤絶を確保したところに、メイヤスーの異常な着眼がある。主体も対象も、こうした批判

をくぐる前にはただ、なんらかの主体化のプロセスやそれによる綜合に、回収されるべきものとし

てしか与えられていなかった。カントが思弁的哲学として切り捨てた、実在についての思考は、い
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まや複数の即自の「状態」の入れ子構造に由来する断絶やずれを考察するという形で、ふたたび私

たちの前に姿を現すのだ。 

ジェイムズの理論は、主体と対象の未分化性を、それらの中性一元論という形で説明していた。

別種の即自の「状態」の結びつきを、「死後」の即自の「状態」について考えるという設定のなかで

極限まで問い詰めていったメイヤスーは、主体の優位性や自然法則の安定性以前にある、主客の即

自的な「状態」の経験へと、相関関係の対構造をミニマム化したとも言えるだろう。しかしそうし

たミニマムな即自の「状態」が次々と連続するあり方を考えるならば、主体が「生きてある」こと

と、「死後にある」こととは、異質なものとして截然とは分離できないことが分かる。つまり、生き

てあり、また主体が優位にあるということは、そうした即自的な「状態」の連続の後に
、、
見出される

ものなのであって、現在であれ過去であれ、生の突端もしくは内部にあるそれぞれの「状態」は、

それ自体としては「死後」と同じように不可解なまま孤絶しているのである。ジェイムズにとって

純粋経験が主客の分離以前の経験であったように、メイヤスーにとって《事実性》は、他ならぬ生

と死を中性化する経験としてあるのだ。 

６.まとめ 

以上論じてきたように、非《即自的》な自己を思考するというメイヤスーの問題意識は、実際に

は、死と生を中性化するものとしての《事実性》について思い巡らせるなかで成立してきたもので

あるように思われる。人間不在の状況での世界のあり方や、自然法則の安定性への疑義が語られた

り、また数学的存在の実在性が論じられたりするのは、死と生をめぐる思索から見て二義的であり、

メイヤスーが紹介されるにあたって、そうした側面にのみ関心が向けられるのは、やや残念である

とも言える。 

死と生の中性化という主題は、死者にとっての現世のあり方に依存しないで、死後においてなん

らかの生がありうるという、彼の独自の復活思想にもなだらかに繋がっており、そこでは現世とは

関わりのない神があらたに《到来すべきもの》
、、、、、、、、、、、、、

として語られることになる。15紙幅の都合上、ここ

ではそれらの議論について詳細に検討する余裕はないが、メイヤスー自身の最大の関心は、まさに

そうした救済の問題にあるものの、その過程で彼が試みた執拗な懐疑から、人間以前からある孤絶

したモノという主題がはっきりと浮かび上がってきた。また、メイヤスーは相対主義の形態を採っ

た現状肯定思想に対して抵抗を試み、それを不可知論と癒着した《信仰主義》として批判し、人間

との相関性以前にあるモノや世界のあり方という主題をこの批判に織り交ぜていったが、結果とし

てそれが、ポストモダン思想を超克するヒントとしてモノや実在に着目し、いずれも《相関主義批

判》を共有するという、思弁的実在論周辺の立場を理論的に立ち上げる基盤になっていった。16 

メイヤスーの思考が、現代哲学の新しい時代を開く起爆剤となったことは疑い得ない。にもかか

わらず、彼自身はあらゆる魂の救済という主題を思索し続ける神学的、宗教的な哲学者であり、そ

の根源的な懐疑は、キリスト教的な救済思想に擬せられた外見を超えて、いまだ不完全にではある

が、宗教的なるものの普遍的な核心に触れようとしている、そんな風に捉えることもできるだろう。 
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「うたかたの記」における不在の音楽 

――初期鷗外の美学とヴァーグナー―― 

山本 亮介 

 

１． 

森鷗外のドイツ三部作のひとつとして知られる「うたかたの記」は、1890（明 23）年 1月に発表

された「舞姫」に続き、同年 8月発行の『しがらみ草紙』第 11号に掲載された。作品は、同時代の

バイエルンを舞台に、日本人画学生「巨勢」と美術学校のモデル「マリイ」の悲恋を軸として構成

されている。「巨勢」が取り組む「『ロオレライ』の画」をはじめ、（西洋）美術に関する数々の作中

表現、あるいは画家原田直次郎（「巨勢」のモデルとされる）との交友や当時の鷗外の美術評論など

から、特に絵画芸術との関わりをめぐって作品の考証、分析が積み上げられてきた［小堀桂一

郎:1969,584-594,美留町義雄:2014など］。 

また作品には、先の「ロオレライ」像とともに「マリイ」の姿と重ねられる、バイエルン王国の

守護神「女神バワリヤ」ほか、ヨーロッパ、ドイツ古今の神話、伝説の要素が引き入れられている。

そういった西洋芸術の基底にある神話、伝説の観点から、作品における「重層構造」［田中実:1997,54］

をめぐって、さまざまな絵解きが試みられている。加えて、美術と神話伝承という密接に関連する

モチーフは、鷗外が受容したドイツ・ロマン派の志向にも結びつけられる［大塚美保:2002,56-96,

美留町義雄:2011など］。 

一方、バイエルン王ルートヴィヒ 2 世の横死といった、直近の史実が作品の要諦をなしている。

「うたかたの記」は、同時代の事件である王の謎の死を伝説化する小説であり、鷗外が参照したメ

ディア、文献などの検証もなされてきた［小堀桂一郎:1969,602-634,清田文武:1991,323-328,金子幸

代:2011,96-107］。「巨勢」と「マリイ」の奇跡的な邂逅は、彼女の母（「マリイ」と同名）に恋慕し

た狂王の存在によって、「マリイ」の死という悲劇の運命をたどる。このプロットと併せて、謎めい

たルートヴィヒ 2世の死が浪漫的な伝奇へと化している。 

ルートヴィヒ 2世の死（1886年 6月）に際した現地の喧騒は、鷗外がミュンヘン滞在時に体験し

た出来事であったわけだが 1、諸芸術への異様な耽溺でも夙に知られる王をめぐり、すぐさま想起

されるのが音楽家ヴァーグナーの名であった。後に鷗外も、自作に対する談話「鷗外漁史が『うた

かたの記』『舞姫』『文づかひ』の由来及び逸話」 2のなかで、「音楽家ワグネルとの関係でも能く人

の知つてゐる王様」、「バイロイトの芝居は此の人が建てたのです、ワグネルと交際してゐた当時か

ら、既に頭があやしかツたらしい」［38;152］など、両者の有名な関係を引き合いに出している。ま

た、作品の世界観や散りばめられた諸モチーフは、ヴァーグナー作品との連想を誘うものでもある

［中井義幸:1985,千葉俊二:1997,79-80,大石直記:2009,42］。とはいえ、先に述べたように絵画に重点

を置くこの〈芸術家小説〉では、予想されるような音楽への明示的な関連づけは見られない。「ヴァ

ーグナーとの交友をもって知られるバイエルン王ルートヴィヒ二世を素材とした「うたかたの記」
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でも、文学的完成度とは別に、作者の興味は決して音楽家に傾いてはいない」［中村洪介:2002,361］

など、その不在が指摘されるところである。 

ただし作品では、枢要なモチーフである「ロオレライ」の画想を語るなかで、ある〈音楽〉の所

在が指示されていた。 

 

我空想はかの少女をラインの岸の巌根に居らせて、手に一張の琴を把らせ、嗚咽の声を出させ

むとおもひ定めにき。下なる流にはわれ一葉の舟を泛べて、かなたへむきてもろ手高く挙げ、

面にかぎりなき愛を見せたり。舟のめぐりには数知られぬ、『ニツクセン』、『ニユムフエン』な

どの形波間より出でゝ揶揄す。 

 

ここで「われ」を強く惹きつける「少女」の「嗚咽の声」‐音楽（歌）は、「巨勢」と「マリイ」

を結びつけるもの‐「愛」の情動が持つ、宿命的な力を具現したものであったはずと考えられる。

その力はまた、相似形を描くドラマの構造上、ルートヴィヒ 2世を狂気へと誘った、母「マリイ」

を求める激情に通底するものと言える。そのほか、馬車で身を寄せ合う二人が、運命の地「スタル

ンベルヒの湖水」に向かう場面では、「鳴神のおとの絶間には、おそろしき天気に怯れたりとも見え

ぬ「ナハチガル」鳥の、玲瓏たる声振りたてゝしばなけるは、淋しき路を独ゆく人の、ことさらに

歌うたふ類にや。」と、雷鳴の合い間に美しくも不吉な鳥の「声」‐「歌」が響いている。また、目

的地「レオニ」に着いた二人が、舟を出す前に立ち寄った「伶人レオニが開きしといふ、水に臨め

る酒店」とは、「バイエルンのオペラ歌手であったイタリア人のジュゼッペ・レオニ」が開業した店

とされる［美留町義雄:2014］。このように、作品は西洋の音楽芸術とも接する表象を備えており 3、

その表現世界を構成するものに「歌」も含まれていたと言える。 

ところで、鷗外におけるローレライ伝説受容の柱のひとつに、ハイネ作の詩が想定されている［清

田文武:1991,319-320,大塚美保:2002,66-75ほか］。立川希代子は、「歌中歌」である「ローレライの歌

声」が、当該詩中で両義的な位置にあることを指摘したうえで、「ハイネのローレライ詩の核心であ

り、この詩のロマンティシズムを愛する人々にとっては、この詩のすべてである。おのおのの耳に

聴こえるローレライの歌声に身をひたすことが、この詩を味わうことであった。そのようにしてハ

イネのローレライ詩は多くの受容者を魅了してきた。」と述べる。続いて、「この詩に含まれている

醒めた、リアリスティックな視点は、異なった種類の受容者をもとらえてきた」ことも踏まえ、「歌

の魔力を承認する詩人であり歌を感じとる能力に恵まれていたハイネは、弱まりつつあるからこそ、

その歌を聞きとり、形象化しようと努力したのではないだろうか」との見解を示している［立川希

代子:1993,130］。 

一方、小説「うたかたの記」における「ロオレライ」の歌「声」については、洋楽草創期にあっ

た作品発表時の日本 4で、「おのおのの耳に聴こえる」はずもなかったものと想像される 5。いや、

そうした文化的社会的条件もさることながら、そもそも小説という形態において表象された「音楽」

が「聴こえる」とは、どのようなことを意味するのだろうか［山本亮介:2014］。厳密に言えば、「う

たかたの記」の「ロオレライ」の場合は、小説（散文）の作品世界で製作中の絵画の、さらにその

作者（「巨勢」）の「空想」においてある「声」、いわば「歌中歌」ならぬ〈小説中絵画中歌〉にほか

ならない。作品世界の〈現実〉においても鳴り響いていない（「聴こえ」ていない？）歌、すなわち

それは不在の様態をもって表象されているのだ。裏を返せば、音楽的なものを後景へと退けること
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で、作品の絵画的志向は強化され、「巨勢」を中心とする「眼差しの 劇
ドラマ

」［渡辺千恵子:1985］への

帰着がもたらされていると言えるかもしれない。 

見方を変えると、小説「うたかたの記」は、歌（音楽‐言葉）の支えによる伝説の美的具象化を

希求しながら、その複数の意味での不可能性において形作られているとも考えられる。このことに

ついて、本稿では、特にヴァーグナー楽劇との潜在的な交錯を観点に検討してみたい。 

２． 

1884（明 17）年から 1888（明 21）年にかけてドイツへ留学した森鷗外は、滞在した各都市で劇

場に足を運び、さまざまな演劇に触れていた［金子幸代:2011,127-144］。帰国以降の演劇に関する評

論、翻訳、創作などの意義を踏まえ、「鷗外のドイツ留学こそが日本の近代劇の紀元でもあった」と

も評される［金子幸代:2013］。またそこに、小規模の演奏会から本格的なオペラまで、諸種の音楽

体験が含まれていたことも、詳しい調査により明らかとなっている［平高典子:1990,瀧井敬子:2002,

金子幸代:2013］。この点で、近代日本の知識人、文学者のうち、鷗外は西洋音楽の演奏を実際に体

験した、数少ない最初期の人物と位置づけられる。ただし、「独逸日記」をはじめ各種の文章には、

音楽体験に関する具体的な言及があまり見られない。とりわけオペラ（楽劇）に対しては、文脈は

さておき、「余は正劇を愛し、又唱曲を愛すれども、楽劇に至りては、未だ其趣味を解すること能は

ざるところあり。余の西欧に在るや、楽劇の場に入ること数十回なりしが、「トリスタン」及「イゾ

ルデ」の艶なるも楽劇「オセルロ」の励なるも、心に留まりしことなし。」（「再び劇を論じて世の評

家に答ふ」、［22;41］）6と、否定的な反応を示していた。他の芸術に向かう姿勢と比べたとき、音楽

への関心が薄く見えることは否めず、鷗外における西洋音楽受容の意義を積極的に捉えることは難

しいと言える［安川定男:1976,7-15,中村洪介:2002,361］。 

他方で、帰国後の文学活動の出発点となる訳詩集「於母影」（1889 年 8 月）では、留学当時に人

気を博していたオペラ『ゼッキンゲンの喇叭手』の原作詩を取り上げている［瀧井敬子:2004a,17-32］
7。下って、明治 30年代なかば、文芸界をヴァーグナー・ブームが席捲し［中村洪介:2002,477-531,

竹中亨:2016,10-18］、演劇、音楽方面でもオペラの創作、上演の気運が高まるなか、多分にオペラの

要素を含む戯曲『玉篋両浦嶼』（1902 年 12 月）を発表している 8。さらに大正期に入ると、オペラ

研究団体として発足した「国民歌劇会」（1913 年）の文芸顧問となり、ライプツィヒの劇場で台本

にメモをとりながら観たグルック「オルフエウス」の翻訳に精力を注いだ［平高典子:1990,瀧井敬

子:2002,瀧井敬子:2004a,32-46］。また、鷗外の蔵書には、ヴァーグナー作品をはじめとする複数のリ

ブレットが残されているが、上演時に記されたと思われる書き込みは、オペラ体験の印象深さを伝

えるものである［瀧井敬子:2004a,4-17,井戸田総一郎:2012,199-202］。オペラに限って言えば、鷗外は

「我国にも歌劇の起り来らんとするは嬉しきことなり」［26;146］、「我国の神話、口碑などにも歌劇

の材料はいと多かるべし。追々此の方の盛んになりゆくはよろこばしきことなり。美くしき歌劇な

ど次々に世に出でば芸苑の活気もひとしほなるべきか。」［26;148］（「歌劇のことども」）9とも発言

しており、その芸術的意義や魅力は十分に意識するところであったと考えられる。少なくとも、鷗

外が明治 20年代にあって、「当時の文人としてはずば抜けた「オペラ通」「洋楽通」であった」［小

林典子:1983］のは間違いない。後のブームに先んじて、ヴァーグナー作品に直接触れることのでき

た稀有な文学者であった。 
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さて、西洋芸術・思想の啓蒙者としてあった鷗外の初期評論には、他の領域に比べるとわずかな

ものではあるが、音楽（特にオペラ）に関する著述も含まれている。なおそれらは、明治 20年代に

鷗外が依拠したE.v.ハルトマン『審美学』、および詳細な読書ノート 10が残るノール『一般音楽史』

の内容を反映したものであった［小林典子:1983,井戸田総一郎:2012,182-198］。その早い時期の一文

が、「思軒居士が耳の芝居目の芝居」11である。ハルトマンの用語、記述を参照しながら、主として、

洋邦の演劇（芝居、能）およびオペラに関し、それぞれの構成要素を比較分析していく内容であっ

た。 

さらに、音楽家幸田延の帰朝を機に、「西楽と幸田氏と」12が執筆されている。発表後に上田敏と

の間で生じた「西楽論争」は、明治 30年代に沸騰するヴァーグナー・ブームに先立つ議論として、

しばしば論及される［中村洪介:2002,273,竹中亨:2016,15-16］。文章はまず、「節奏
リツトムス

」、「旋行
メロヂイ

」、「婉諧
ハルモニイ

」の三要素による音楽の段階的成立を説き、また「音曲」における、「形式もて組み立てたるもの」、

「感情を含蓄するもの」という二つの側面に言及する。どちらの側面を重視するかについて、近代

の音楽美学上の対立に触れながら、「而して其の形式上の美を感ずるものは、其の個人としての素質

によりて、楽の想髄を併せ味ふことに深浅あり。楽の想髄は即楽の含蓄したる感情なり。」と述べる

［23;258-259］。 

以下、「希臘劇を再興せんとする企」による「楽劇」の発生、交響曲の成立に関する略述が続き、

「（ベートーヴェンの…引用者注）第九交響曲等出でゝ終に想髄を主としたる 純 楽
アプゾルウテ、ムジツク

の偉観を

呈せり」［23;259］としたうえで、ヴァーグナーの登場とそれ以後の問題点が述べられる。こうした

内容のほとんどは、ハルトマンおよびノールの原書から引き写されたものであった［小林典子:1983］。

これに対し、音楽批評の先駆者上田敏は、文中に示されたヴァーグナーの音楽技法への評言、とり

わけレチタティーヴォの位置づけに関して疑義を呈した。以下、いわゆる「無限旋律」の問題にも

及びつつ論争が展開するも、楽曲に即した具体的な指摘の要求に鷗外は答えず（答えられず）、論点

は字義解釈へと陥っていく。文献からの引証のみで、実際の音楽を鑑みない鷗外側の欠点が指摘さ

れるところである［小林典子:1983］。ただ、これらの不足を踏まえてなお、論難の対象となった箇

所には、鷗外自身にとっても重要な課題が含まれていたと考えられる。 

 

ベエトホオフエンが曲の肉声は諸楽器の情ある音に添ふるに一楽器たる人の喉嚨の情ある音を

以てしつるなり。／されど純楽は少く詩に対して継しき感あり。純楽の形式多くは詩の抒情の

側を容るゝに宜けれど、詩の戯曲らしき側を容るゝに宜からねばなり。独り宣叙調
レチタチイウ

ありて能く

後者に伴ふ。／グルツク、モツアルトは既に 乾
セツコ

宣叙調を発展せしめ、モツアルト、ベエトホオ

フエン等は既に楽劇の咏歎調
ア リ イ

を戯曲らしくせり。扨宣叙調をして肉声に戯曲らしき表情の能を

賦せしめ、咏歎調の器楽をして宣叙調に純楽らしき 比 奏
ベグライツング

（伴奏）を副へしむるにあらでは、

詩と楽との権衡を保つべからず。此業はRichard Wagner（文化十年生明治十六年死）が初期の作

に待つことありしなり。されどその後期の作に於ける咏歎調の擯斥と宣叙調の偏勝とは、楽を

解するものゝ取らざるところなるべし。［23;259-260］ 

 

諸楽器と歌唱それぞれの「情ある音」が織り成す「第九交響曲」に至って、「想髄」＝「含蓄した

る感情」を主とする「純楽」（絶対音楽）の極みに達した。ただしその形態において、「詩」（歌詞＝

言葉）が持つ「抒情」性は表現されるものの、ドラマを構成する「戯曲」的な働きがうまく発揮さ
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れない。そこで、「抒情」／「戯曲」、「宣叙調
レチタチイウ

」／「咏歎調
ア リ イ

」、「肉声」（歌唱）／「器楽」（伴奏）

の三対が複綜的に融合する形態、すなわち「詩と楽の権衡」を目指す新たな「楽劇
オ ペ ラ

」が求められる

ことになる。なお井戸田総一郎は、「楽劇材料」において、鷗外が「言葉と音楽の緊張した関係にた

いして強い関心を持って記録している点」［井戸田総一郎:2012,192］を特記している。また、「思軒

居士が耳の芝居目の芝居」では、ハルトマンを引くなか、「「オペラ」は芝居の如く戯曲の性を具へ

ず、芝居は「オペラ」の如く叙情詩の性を具へず。」［23;172］との一節が見られる。典拠の存在や

ヴァーグナー理解の問題はひとまず措くとして、明治 20 年代の鷗外が、文学（詩・戯曲）と音楽の

融合といった、オペラが有する芸術的課題の圏域に接していたことを指摘できるだろう。 

帰国後の鷗外は、翻訳による新体詩の創出、演劇改良論への参与 13と戯曲翻訳、ドイツ三部作に

結実する小説実践ほか、西洋芸術・思想の移入と近代日本文芸の試行を展開した。その遠景には、

西洋の綜合芸術たるオペラ、なかんずく当時〈現代〉芸術としてあったヴァーグナー作品の存在と

その体験があったと想定することもできよう。もちろん、その難解な芸術性は、すぐさま自家薬籠

中にできるようなものではなかったはずだ。またもとより、明治期の日本において、本格的なオペ

ラの移入、上演など望むべくもなく、そうした状況で起きたのが、活字での受容を主とする特異な

ヴァーグナー・ブームであった［竹中亨:2016,315-318］。劇場における一回的なオペラ体験は、文学

者鷗外において、また近代日本という場においても、欠如したままにならざるをえなかったと言え

る。 

ただしそこには、初期鷗外が美学上の理想としていた、普遍的な「想髄」の美的具象化を追求す

る芸術像があった。その実現へ向けた課題が、先に見たような文学（詩・戯曲）と音楽の融合にあ

るとするなら、小説（ここでは「うたかたの記」）とはやはり、オペラ音楽の問題圏から遠ざかった

芸術形態だと言える。ここで改めて、啓蒙美学者鷗外の主張とヴァーグナー作品が持つ志向を結び

つけながら、「うたかたの記」における音楽の不在が持つ意味について考察を進めたい。 

３． 

文学活動の最初期に発表された「文学と自然と」14には、ゴットシャル『詩学』を典拠とした［小

堀桂一郎:1969,401-404］、次のような一節がある。 

 

 夫れ有意識の想は精神なり。無意識の想は自然なり。美は自然に眠りて精神に醒む。美の精

神中に喚発する処を空想とす。空想の美を成すや、美は我躯を還せと叫ぶなり。これに躯を得

せしむるは美術なり。されば美術は手を触れて春をなし、石を駆りて羊となす。彫工の斧斤、

画師の丹青これなり。唯詩人は文を籍りて空想より空想に写すものなり。／かるがゆゑに美術

には製造あり。美は製造せられたるために美術の美となりて、自然の美を脱す。これを

点 化
トランスズブスタンチアチオン

といふ。［22;13-14］ 

 

ここでの議論が、「巨勢」による「ロオレライ」画の企図を想起させることは、従来から指摘があ

る［山田晃:1971,小泉浩一郎:2004,486-487］。「巨勢」が語るには、六年前に「『カツフエエ、オリヤ

ン』」で「菫花うり」の「女の子」を助けた際、「そのおもての美しさ、濃き藍いろの目には、そこ

ひ知らぬ憂ありて、一たび顧みるときは人の腸を断たむとす」との感にうたれた。そこから、「その
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面、その目、いつまでも目に付きて消えず」、「ヱヌス、レダ、マドンナ、ヘレナ、いづれの図に向

ひても、不思議や、すみれ売のかほばせ霧の如く、われと画額との間に立ちて溲礙をなしつ」と話

すように、いわば「巨勢」の意識に「空想の美」が生まれる。「巨勢」は「此花売の娘の姿を無窮に

伝へむとおもひたち」、その「躯」となる絵画の「製造」に向かう。それは、「マリイ」から得た「空

想の美」を「美術の美」に具象化する試みと言えるだろう。 

こうした「美術の美」の創造における「想」と「躯」（個物としての作品）の関係については、当

時鷗外が挑んだ数々の論争中とりわけ著名な、坪内逍遥との「没理想」論争などをとおして、さら

に言が重ねられていく。そこで鷗外は、ハルトマンの美学に依拠して、芸術批評における「（理）想」

の意義を訴える。その根幹をなす芸術観とは、たとえば以下のようなものであった。 

 

彼（ハルトマン…引用者注）は抽象的理想派の審美学を排して、結象的理想派の審美学を興さ

むとす。彼が眼にては、唯官能上に快きばかりなる無意識形美より、美術の奧義、幽玄の境界

なる小天地想までは、抽象的より、結象的に向ひて進む街道にて、類想と個想（小天地想）と

は、彼幽玄の都に近き一里塚の名に過ぎず。（「逍遙子の諸標語」、［23;6-7］）15 

 

ハルトマンから鷗外が吸収した芸術観の要諦は、普遍的な「（理）想」と具体的な作品表現との止

揚、「（理）想」の具象化としての個物美（「小天地」＝ミクロコスモスの具象美）の創造にあった。

理想的にして折衷的な美学思想とも言えるが、さしあたり、「個想（小天地想）」の具象美に重きを

おく「結象的理想派の審美学」においては、具体的な芸術作品の背後に何らかの抽象的観念を想定

する、二元論的な美的認識が退けられることになろう。鷗外は、「うたかたの記」における芸術性の

把握をめぐって、批評家石橋忍月と交わした「幽玄論争」のなかでも、「我は実に此幽玄の想髄即外

形中に存じて、これを詩形即文章と想髄即外形とを離れたる一種の内面といふものゝ中に求むるこ

との非なるを知る」（「答忍月論幽玄書」、［22;289-290］）16との見解を打ち出し、いわゆる〈形式と

内容〉を別個に捉えるような観点を否定している。 

「うたかたの記」における「（理）想」ないし「空想」――愛・官能と狂気をめぐるロマン主義的

情動、ないしヨーロッパ、ドイツの神話・伝説に淵源するそれ、死への願望に根ざした宿命の悲劇、

異邦から来た日本人の挫折と罪障感、これらの綜合としてある全体的人間像……――の考察はとも

かくとして、いま仮に「幽玄論争」のごとく、鷗外の美学論の圏内に作品を引き付けるとすれば、

ある素朴な問いが生じてこよう。それは、「想髄即外形」なる具象的理想主義の芸術観を、そのまま

「うたかたの記」という言語テキストに、つまり視覚芸術でなく詩（韻文）、戯曲（演劇）でもない、

小説作品（散文芸術）に適用できるのか、といった芸術ジャンルに関わる疑問である。たとえば、

「今の評家の小説論を読みて」17では、「心理的小説」に言及するなか、「然れども心理的観察は固

より作詩の方便にして、その目的にあらず。これをして美術の境を守らしめんとするには、勢多少

の検束を加へ、想化作用によりて自然の汗垢を浄め、製作の興に乗じて、空に憑りて結構せざるべ

からず。」［22;71］と述べる。このように当時の鷗外は、（ロマン主義的な「うたかたの記」よりさ

らに「美術」から遠く見える）心理リアリズム小説をも、自身の芸術観に包摂可能なものとして語

っている。 

その一方で、鷗外は、前出「文学と自然と」の改稿時に、「唯詩人は文を籍りて空想より空想に写

すものなり」といった極めて問題含みの一文を、言葉足らずのまま挿入している 18。「巨勢におけ
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るロオレライの図題の定案は、暗ゝのうちにいわゆる「小天地想」の領略の志向を語るし、また「う

たかたの記」そのものも、文学の圏内におけるその志向の産物であった」［山田晃:1971］と考える

ことによって、鷗外の美学論が抱える問題点へ触れることにもなるだろう。 

問題は、ハルトマンからの引証が、言語芸術の受容へと及んだところで明らかになってくる。 

 

蓋し主観の美を生ずるは作者の上に限れり。吟者読者はおのが官能によりて、客観実なる字形

若くは声波を受く。この時に当りて、客観想なる詩の美は、かの客観実なる字形若くは声波に

即きて、吟者読者を侵すなり。外美術品は客観実なるを以て、自ら美なるにあらず。されど作

者のその主観より生じたる美を、外美術品に移しおきたるために、外美術品は吟者読者に美な

る空想図を現ぜしむべき因縁となれり。美は実にあらず。然れども実に即くにあらでは、主観

に入ること能はず。その実に即いたる美の主観に入るに当りて、実より離れたるを美の映象
う つ り

といふ。これを先天によりて実を立てたる論となす。（「逍遙氏と烏有先生と」、［23;53］）19 

 

「結象的理想派」（先験的実在論／具象的観念論）の一元論的芸術観と、作品をはさむ〈作者‐読

者〉図式に基づく受容論とが、理論上さまざまに齟齬をきたすのは致し方ないだろう。ここでは鷗

外の主意をいったん受け入れつつ、「吟者読者」と「客観実なる字形若くは声波」および「客観想な

る詩の美」との関係に着目したい。たとえば絵画造形芸術において、「美」‐「空想」の「躯」とし

て「製造」された「外美術品」（個物）とは、さしあたり「想髄即外形」の態様をとるものと考えら

れる。対して、「詩人は文を籍りて空想より空想に写す」とされたように、「文」（言語表現）という

「躯」（「外美術品」）は、作者の「主観の美」を読者の「美なる空想図」へと移送する「籍り」もの

（「因縁」）と位置づけられる。と同時に、言語テキスト（「客観実なる字形若くは声波」）は静的に

存在するわけでなく、「客観想なる詩の美」として具象化（作品化）されるために「吟者読者」の行

為を必要とする。その意味で、「吟者」と「読者」が並べられている点は示唆的と言えよう。 

鷗外は、「今の評家の小説論を読みて」で、詩学における散文（「小説」）と韻文（「結語」）の別に

触れ、「唯だ彼結語なるものは、これを誦すれば琅然たる其声響、戞然たる其節奏、自ら一種の長処

を具へたり。而れども美術の主として空想に待つことあるを詩となすときは、詩の本体は必ずしも

音響と節奏とにあらざるべし。」と述べ、そこから、「苟くも詩の全体よりしてこれを言へば、散文

は比較的に純潔にして、結語は比較的に雑駁なり。彼は空想以外の物に待つことなくして、此はこゝ

に待つことあればなり。」［22;65］20とする。つまるところ、「唯詩人は文を籍りて空想より空想に

写すものなり」といった言語芸術の特性は、詩的要素として「空想以外の物」をあまり含まない、

「比較的に純潔」な散文（小説）にこそ当てはまると考えられよう。 

散文芸術において、「客観実」たる「字形若くは声波」から、どのように「客観想なる詩の美」が

現前するのか。小説は「比較的に純潔」であるゆえ、「想髄即外形」との定言ですませるわけにはい

くまい。鷗外の主張に寄り添いつつ敷衍すれば、読者は、言語テキストとしてある人物像や情景、

地の文と台詞で構成されるプロットほか、「外美術品」（の意味作用）を「因縁」に「美なる空想図」

を描いていくことになる。このとき、言語テキストに内包される多種多様な要素が、〈作者‐読者〉

間における「美」の移送へと結実する保証はないはずだ。「空想より空想に写す」といった散文芸術

の「純潔」さ――「琅然たる其声響、戞然たる其節奏」（音楽）の欠如――によって、逆に「美」の

「躯」たる「実」は雑なるものと化してしまう。そうした言語テキストの特性は、鷗外が志向する
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美学の統一理論に収まらないものと言えるだろう。 

小説を美学の圏域へとどめるために必要なのは何か。鷗外は、詩（韻文）、小説ともに、「詩の材」

を用いるにあたって、「情感」と「観相」、叙情性と叙事性の両面を有するものと論じる（「今の諸家

の小説論を読みて」、［22;68］）。すなわち、「声響」・「節奏」の有無に関わらず、叙情叙事の二面が

言語テキストに備わる特質であるとすれば、とりわけ小説においては、両者の十全な発揮が「（理）

想」の美的具象化を支えることになろう。 

加えて、「答忍月論幽玄書」中で「美」の階梯を説きながら、「学者の美を求むるに、曲線に於て

するものあり。活動に於てするものあり。是れその比較的に抽象的なるものなり。単純なるものな

り。浅近なるものなり。漸く進みて類想に至り、又進みて個想に至るときは、其境地次第に具象的

になり、複雑になり、遼遠になる。」［22;290］との理解を示していたことは見逃せない。「空想」‐

「美」が具象化されて「個想」へ達するとき、それは「複雑」かつ「遼遠」なものになっている。

そこでは、「狭くいはゞ詩中の幽玄、広くいはゞ美術中の幽玄、是れ具象的の美に於て理路の極闇処

に存ずるものゝみ。詩にても美術にても、此幽玄を会得するを悟といふなり。美術の天地には結象

のために理路闇くなりたる外に幽玄あるべからず、此幽玄を知るより外に悟あるべからず。」［22;291］

というように、「具象的の美」における「理路の極闇処」こそが、普遍的絶対的なもの（「幽玄」）の

在り処となる。「うたかたの記」を念頭に置いた言述とみるなら、こと小説においては、「抒情の側」

と「戯曲らしき側」のそれぞれが「複雑」化し、その人間像世界像の把捉が「理路闇く」して「遼

遠」となることが、美学的に必須であるということになろう。 

ただいずれにせよ、ことは読者による「美なる空想図」の形成いかんへと委ねられている。「うた

かたの記」について言えば、同時代の読み手には、作品に肯定的な評価を与えようとする場合でも、

ローレライ伝説はじめ物語の深層を構成する諸種の意味作用はそれほど認知されなかったものと推

測される 21。１節で触れたように、作品では、神話、伝説に由来する数々のモチーフが現れながら、

狂王ルートヴィヒ 2世、母娘の「マリイ」、そして東洋の異邦人「巨勢」らの情動が、場面を越えて

宿命的に重なり合う［千葉俊二:1997,73-101］。数多の表象が複数の層で結び合い、愛・官能と死の

物語およびそこから取り残された存在が表出されている。このように「複雑」化したことで、作品

としての統一性や均衡が失われ、「二人の心情が愛において作品の深化にもう一つ綿密に織り合わさ

れる形で描かれてはおらず、偶然的契機等否
ママ

運の色合いが濃く、伝奇性が勝っていることが否めな

い」［清田文武:1991,336］のも事実だろう 22。言語テキストが織り成す「理路の極闇処」のただな

かで、読者が「美なる空想図」を描き上げるためには、言葉以外の何か、たとえば音楽の支えが必

要なのかもしれない。もちろんそれは小説である以上、〈小説中絵画中歌〉として言葉のうちに閉じ

込められた「ロオレライ」の「嗚咽の声」が象徴するように、現実世界で「個物」となって鳴り響

く‐現前することは決してない。 

４． 

後期作品へ至る間に執筆された主著のひとつ、『オペラとドラマ』（1852 年初版刊行）において、

ヴァーグナーは、従来のオペラを「表現の一手段（音楽）が目的とされ、／表現の目的（ドラマ）

が手段とされていた」［ヴァーグナー:1993,23］と批判し、詩と音楽が有機的に結びつく「未来のド

ラマ」の構想を語る。ヴァーグナーによれば、絶対音楽に基盤を置くオペラの旋律は、詩と音楽が
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不可分な民謡から遊離し、詩（台本）を軽視することになっていた。またヴァーグナーは、「人間の

もつ普遍的な芸術受容力に訴えかけ、想像力にではなく完全な感覚器官に伝達しなければ、真の描

出を実現することはできない」、「真の芸術作品は、まさしく想像から現実、つまり具象性 Sinnlichkeit

の中に進展することによってのみ生み出される」［ヴァーグナー:1993,192］とする。「真の芸術作品」

としてのドラマの範は、神話を芸術的に実現したギリシャ悲劇に求められる。 

ドラマの基礎となるのは、人間の声による本能的な感情表現としての「音＝言語」である。それ

は近代社会へと至る歴史の中で、感情から抽象された「コトバ＝言語」に変貌している。そこでは、

悟性の道具となった「コトバ＝言語」を用い、想像力に訴えて感情を説明的に表現する小説が発生

する。そうした「現代ドラマ」とは、「文学的機構の考え抜かれた媒介を通じてしか文学を生み出せ

ない」、「魂の抜けた文学、音調の欠けた音楽」［ヴァーグナー:1993,233-234］となっている。 

理想の芸術としての「未来のドラマ」を導く主概念が、「詩人の意図」である。「無意識的な感覚

を志向してやまない過渡的なものの明確化、つまり反省する悟性によってはもはや規定も阻害もさ

れない真の感覚という目標を目指して遮二無二前進するものの明確化こそが、ドラマにおける詩人

の意図の内容」［ヴァーグナー:1993,482］とあるように、「詩人の意図」とは悟性的なものから「真

の感覚」へと向かう過程としてある。「詩人の意図」を実現するために、感覚と悟性を一体化した音

楽的ドラマが必須となる。詩（言葉）は、その表現内容と必然的有機的に結びつくメロディーをも

って、「コトバ＝音＝言語」へと止揚される。音楽的ドラマは、詩と音楽が一体化した「詩のメロデ

ィー」からなる諸単位が、「筋」として結合することで構成される。オーケストラの奏でる和声がそ

れを支える。器楽は「音＝言語」としての原音を生み出すゆえ、オーケストラの言語能力は「コト

バ＝言語」で「語り得ないもの」［ヴァーグナー:1993,471］を表現するのだ。ここに、同じく語り

えないものを表す「肉体の身振り」［ヴァーグナー:1993,473］が加わる。さらには、「詩のメロディ

ー」とオーケストラの音楽によって、追憶、予感といった非現前的な想念も感覚に結合される（い

わゆるライトモチーフの技法につながる）。劇場の観客とは、こうした綜合芸術＝音楽的ドラマを、

直接その感覚器官で受容する視聴覚主体に位置づけられる。 

ハルトマンの見方をなぞって、鷗外が批判的に論及した後期ヴァーグナーへの道筋は、こうした

思索を背後に持つものであった。むろん、「明治二十九年の時点で、鷗外は、いわば現代音楽に向か

い合っていた」わけで、「アリアやレチタティーヴォの区別をようやく覚えたばかりの彼に、それら

の区別を超越した段階に達していたヴァーグナーがどうして理解できよう」［瀧井敬子:2004b］とい

うのが実情であった。またもとより、ヴァーグナーの描いた理想像が、そのままの形で作品に達成

されていると考えるのは、あまりに短絡的であろう。ちなみに鷗外は、「歌劇のことども」で、バイ

ロイトに集う聴衆の様子を冷笑的に記し、またトルストイが「ワグネルのニイベルンゲンを観て口

さがなく罵しりし」ことに触れている［26;147］。大衆的な支持を集めたヴァーグナー楽劇とは、つ

ねに賛否、愛憎が入り混じる問題作でもあった。 

ただ創作理論に限って言うなら、パトスを基盤とする神話、伝説に材をとりつつ、「咏歎調」と「宣

叙調」が一体化した〈散文音楽〉へ進む後期ヴァーグナーの志向に、同じく神話、伝説を組み入れ

た「うたかたの記」が潜在的に求めている、理想的な芸術様式を想定しうるように思う。「うたかた

の記」の「理路闇く」なるほど複雑化した表象構造が、読者による「美の空想図」の形成へ直接響

くために必要なこと。その究極の（実現不可能な）解答が、ヴァーグナーの目指す綜合芸術であっ

たと言えるかもしれない。逆に言えば、（ヴァーグナーが乗り越えようとした）「コトバ＝言語」か
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らなる小説という芸術形態は、「うたかたの記」の世界を構成する諸要素に対して、いかにも不都合

なものであった。 

「有意識の想」たる精神に捉えられた「美」‐「空想」は、個物へと「製造」されて「美術の美」

をなす。このとき、現前する個物が「具象美」として確実に感受されるためにも、当の作品におけ

る悟性的なものと感覚的なものの融合、統一が求められよう。ただし、「文を籍りて空想より空想に

写す」言語芸術、とりわけ小説家が「籍り」る「文」＝散文は、悟性の道具たる「コトバ＝言語」

に偏重せざるをえない。戯曲的叙事的側面を主とする小説表現（個物としての作品）は、音と感情

が不即不離に一体化した「音＝言語」、言葉の感覚的叙情的側面を欠くことになる。「空想より空想

に写す」悟性の活動‐小説の「製造」と、「真の感覚」の具象化を目指す「詩人の意図」との背反を

乗り越えようとしたのが、音楽と言葉が渾然一体となった新たな楽劇のあり方であった。美学移入

者鷗外の思想圏において、小説「うたかたの記」の理想化された姿を追求するとき、当時その鷗外

が遠ざけた（ヴァーグナー）楽劇との接合面が浮上するのである。 

「うたかたの記」の表現構造については、「地の文はト書きもしくは状況設定の指示、登場人物に

よる会話文はセリフ、と見做すこともできそう」で「戯曲的である」［古郡康人:1990］、「ト書き・

台詞」や「場面構成」が「現在ならばそのままミュージカルに仕立て上げることが可能な程、きち

んと書き分けられている」［原國人:2000,301］など、その戯曲性を指摘する向きもある。確かに、「マ

リイ」と「巨勢」の訴えかけるような長ゼリフをはじめ、各場面のドラマチックな雰囲気は、演劇

として演出、上演されるに適しているとも言えよう。また鷗外は、「思軒居士が耳の芝居目の芝居」

で、ハルトマンの枠組みに照らしながら、洋邦の芝居（演劇）、オペラはすべて、第一義（「首」）の

要素を「空想」（「詩（正本）」）に置くものとしている［23;169］。言語テキストとしてある「うたか

たの記」は、舞台上で演じられる形をもって、その「空想の美」の具象化が果たされる質のもので

あったかもしれない。むろん、「マリイ」、「巨勢」の姿や表情、バイエルンの街や自然の情景など、

作品における絵画的表象の意味作用を軽視してはなるまい。しかしながら、深層をなす神話、伝説

の力動に促されるように、過去と現在を行き来しながら発せされる「巨勢」と「マリイ」の言葉、

特に複数の相貌と情動が重なり合う後者については、「詩のメロディー」となって歌われる――語り

えぬものを奏でる和声をともない――にふさわしいと感じるのだ。 

 

「こゝちよの此遊や。むかし我命喪はむとせしも此湖の中なり。我命拾ひしもまた此湖の中な

り。さればいかでとおもふおん身に、真心打明けてきこえむもこゝにてこそと思へば、かくは

誘ひまつりぬ。『カツフエヽ、オリアン』にて耻かしき目にあひけるとき、救ひたまはりし君ま

た見むとおもふ心を命にて、幾歳をか経にけむ。先の夜『ミネルワ』にておん身が物語聞きし

ときのうれしさ、日頃木のはしなどのやうにおもひし美術諸生の仲間なりければ、人あなづり

して不敵の振舞せしを、はしたなしとや見玉ひけむ。されど人生いくばくもあらず。うれしと

おもふ一弾指の間に、口張りあけて笑はずは、後にくやしくおもふ日あらむ。」かくいひつゝ被

りし帽を脱棄てゝ、こなたへふり向きたる顔は、大理石脉に熱血跳る如くにて、風に吹かるゝ

金髪は、首打振りて長く嘶ゆる駿馬の鬣に似たりけり。「けふなり。けふなり。きのふありて何

かせむ。あすも、あさても空しき名のみ、あだなる声のみ。」 

 

「マリイ」にまつわるライトモチーフに導かれ、「咏歎調」と「宣叙調」の境なき「詩のメロディ
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ー」が歌い上げられる。そのとき、「コトバ＝音＝言語」として具象化された「「けふなり。けふな

り。きのふありて何かせむ。あすも、あさても空しき名のみ、あだなる声のみ。」」の歌声は、人間

の感情を全的に表現する個物となり、それを感受した者に「美なる空想図」を描かしめるだろう…

…。対して、「こなたへふり向きたる顔は、大理石脉に熱血跳る如くにて、風に吹かるゝ金髪は、首

打振りて長く嘶ゆる駿馬の鬣に似たり」といった、「コトバ＝言語」がなす「文を籍りて空想より空

想に写す」表象は、いかにもこれ見よがしで、窮屈な印象が否めない。 

 

国王の横死の噂に掩はれて、レオニ近き漁師ハンスルが娘一人、おなじ時に溺れぬといふこと、

問ふ人もなくて止みぬ。 

 

この小説の末尾に、ある種の余韻が漂うことは確かである。ただ、言わずもがなの説明を加えざ

るをえないところに、小説の美学的な限界が感じられよう 23。「うたかたの記」は、近代の散文芸

術たる小説の創造に歩みはじめた日本で、伝説と悲劇、愛と死のロマン主義的表現を敢行するもの

であった。後に主流をなすリアリズム小説とは、傾向の異なるジャンルが志向されていたと言える。

本稿では、当時鷗外の主戦場であった美学の圏域に、（〈作者鷗外〉の意図とは別に）小説「うたか

たの記」を引き入れて検討してきた。「うたかたの記」という言語テキストは、潜在的には言葉と音

楽の統一体としてある楽劇を憧憬しながら、他方でその志向と可能性を忌避するように、小説なる

フォルム――音楽の不在あるいは歌われることのない歌詞――へと不器用な形で収められているの

だ。 

 

 

※森鷗外の引用は、岩波書店版『鷗外全集』（1971～75 年刊）に拠った。［ ］内の数字は、引用

巻・頁を示す（たとえば［23;258］は第 23 巻 258 頁）。なお「うたかたの記」の引用は、『水沫集』

（春陽堂、1892 年 7 月）を底本とする『鷗外近代小説集第 1 巻』（岩波書店、2013 年 3 月）所収テ

キストを使用した。いずれも引用の際、ルビ、傍線などは適宜省略し、漢字は原則として現行の字

体に改めた。 
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1 「独逸日記」明治19年6月13日の項［35;141-142］。 
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2 『新著月刊』第 8 号、1897 年 11 月、原題は「自作小説の材料」。 

3 また上野芳喜は、音楽家（バイオリニスト）を主人公とする、鷗外訳『埋木』（シュビン作、『しがらみ
草紙』第 7 号、1890 年 4 月）＝「芸術家小説」を、「うたかたの記」創作の一材料と見ている［上野芳
喜:2013］。 

4 たとえば、1879（明 12）年設立の「音楽取調掛」が、「東京音楽学校」に改組されたのは 1887（明 20）
年、そこに当時唯一の専用コンサートホール「奏楽堂」が建設されたのは 1890（明 23）年のことであっ
た。なお、幕末以降、「奏楽堂」での日本人によるオペラ上演（グルック《オルフォイス》、1903 年 7 月
23 日）までのオペラ移入史については、［増井敬二:2003,12-40］を参照。 

5 なお須田喜代次は、鷗外・三木竹二共訳の戯曲「調高矣洋絃一曲」（カルデロン作、『読売新聞』1889 年
1 月 3 日連載開始、初出時の題は「音調高洋筝一曲」）について、作品掲載時の読者はギターを見聞きし
ていないはずであり、「その意味で「洋絃」は謂わば早すぎた楽器だったということになる。その音色を
鷗外は本作から響かそうというのである。」と指摘している。 

6 『しがらみ草紙』第 3 号、1889 年 12 月、原題は「再たび劇を論じて世の評家に答ふ」。なお続いて、「然
れども余が楽劇を好まざるは、自ら以為らく一個人の傾向なりと。故に余は敢て彼ボアロオ、ラシン、
ラ、フオンテエン、サン、テフルモンの風を学で楽劇の命脉を断たんことを願はず、又其我邦に輸入せ
らるゝを禁ぜんと欲せず。」［22;42］とも述べている。 

7 小林典子は、鷗外が現地で実際に聴いた歌について明らかにしている［小林典子:1983］。 

8 鷗外は、「浦島の初度の興行に就て」（『歌舞伎』第 33 号、1903 年 2 月）で、作品とオペラの関係を否定
した。他方、当時多くの評者がオペラの観点から作品を語っているように、鷗外にも意識するところが
あったものと推測される［平高典子:1990,伊藤由紀:2012,井戸田総一郎:2012,211］。 

9 『音楽新報』第 3 巻 10 号、1906 年 11 月。 

10 「楽劇材料」と題され、前記全集第 37 巻に収録。 

11 『しがらみ草紙』第 29 号、1892 年 2 月、原題は「其十 思軒居士が耳の芝居目の芝居（歌舞伎新報第
千三百二十一号）」。 

12 『めさまし草』巻之三、1896 年 3 月、原題は「楽塵 西楽と幸田氏と」。 

13 当時鷗外がオペラを遠ざけた背景には、「楽劇は糸竹に和して歌ひ且働作するものなれば、殆ど我時代物
の芝居と掛合浄瑠璃との間に位す。」、「我邦の演劇を西劇に劣らざる純粋の一美術となさんとするには、
先づ其楽劇に恰好なる分子を掃ひ去らんとせり。」［22;32-33］（「演劇改良論者の偏見に驚く」、『しがら
み草紙』第 1 号、1889 年 10 月）といった、演劇改良論上の判断があったとも考えられる。 

14 『国民之友』第 50 号、1889 年 5 月、原題は「「文学ト自然」ヲ読ム」。『しがらみ草紙』第 28 号、1992
年 1 月に再掲される際、大幅に改稿された。 

15 『しがらみ草紙』第 24 号、1891 年 9 月、原題は「其一 逍遙子の新作十二番中既発四番合評、梅花詞
集及梓神子（読売新聞）」。 

16 『しがらみ草紙』第 14 号、1890 年 11 月。 

17 『しがらみ草紙』第 2 号、1889 年 11 月、原題は「現代諸家の小説論を読む」。 

18 初出「「文学ト自然」ヲ読ム」では、「彫工ノ斧斤、画師ノ丹青ヨリ小説家ノ筆ニ至ルマデ一トシテ然ラ
ザルナシ」［38;463］というように、絵画造形芸術と留保なく並べられていた。 

19 『しがらみ草紙』第 30 号、1892 年 3 月、原題は「其十二 逍遙子と烏有先生と（早稲田文学第九号及
第十号）」。 

20 ただし、「余等は散文の音響を借らずして心を動かすものを以て、詩学上比較的に純なるものとなせり。
この純なるものは千載の久き何れの国にてもかの琅然戞然たるものに掩はれたるが如き迹なきにあら
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ず。」［22;66］というように、あくまで「比較的」であることが強調されている。 

21 水沫子（石橋忍月）「うたかたの記」（『国民之友』第 98号、1890年 10月）、賽婆須蜜「うたかたの記を
読みて」・松東「うたかたの記を読む」（『しがらみ草紙』第 13号、1890年 10月）。なお千葉俊二は、「賽
婆須蜜」が幸田露伴であることを実証している［千葉俊二:1984］。また「松東」（荘田鷗處）については
［竹盛天雄:2004］を参照。 

22 ほか同様の批判として、［岡崎義恵:1969,54-55］を挙げておく。 

23 こうした見方は、作品自体の価値を貶めるものではない。周知のとおり、鷗外は、続いて発表した「文
づかひ」（1891年 1月）をもって、ひとまず小説創作から離れる。本格的再開となった「半日」（1909
年 3月）以降の作品群には、美学の圏域から解き放たれた小説の諸可能性が確認できよう。こうした点
も含めて、小説「うたかたの記」を捉え直すために有効な視角が、さまざまに存在することは言うまで
もない。 

 
本稿は JSPS科研費（15K02103）による研究成果の一部である。 

 

 

キーワード：森鷗外、「うたかたの記」、ヴァーグナー、文学と音楽 
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自然観の転換と美学受容 

―森鴎外の場合 

相楽  勉 

 

 

明治期の文化的創造物の一つは新たな日本語であろう。その形成には西洋語の受容が大きくかか

わっているが、この受容とは伝統的語彙に西洋語の翻訳語が加わるというだけではない。また翻訳

語の定着がその原語の概念そのままの受容なのかと言うと、これも疑問である。むしろ、その受容

過程のなかに伝統的語彙との葛藤を含んだ新たな概念創出があり、それはいわば新たな世界の把握

を反映していると考えるべきではなかろうか。西洋近代文化の受容における伝統文化との対峙は避

けられない課題であり、それは今日のわれわれにとっても喫緊の課題である。 

この明治期の西洋文化受容における伝統的語彙ないし概念との対峙という問題を、本稿では｢自

然｣という翻訳語の定着過程における自然観の変遷という観点から顧みてみたい。今日の我々は「自

然観」を「自然というもの
．．
」についての見方と考える。それは西洋語 nature のことなのであるが、

この翻訳語の定着はおおよそ明治三十年代ころまでのことである。だが、それ以前から使われてき

た漢語に由来する「自然」の意味合いがそのころに失われたとは言えないだろう。今日でも「自然」

は物のありようを示す形容詞ないし副詞として使われるし、「人為」や「作為」に対立する概念とし

て使われるからである。 

もう少し厳密に書籍の中での使用例を調査し検討する課題もある。この語を漢籍で｢シゼン｣と読

む場合の意味と、仏典で｢ジネン｣と読む場合の意味の違いを考えるためには、関連文献上の使用例

をむらなく検討し、翻訳語としての使用の定着を考える上では辞書への反映が大きな手掛かりとも

なろう 1。たとえば江戸時代後期に編纂された蘭和辞典『波留麻和解』（1796年）に蘭語natuurの訳

として「自然」が初めて登場するが、その後の仏英独露など多言語からの翻訳過程の精査も大きな

研究課題であろう。さらに国内のどういう分野における使用かも精査の対象となる。 

しかしながら本稿の関心は、思想上の概念としての「自然」が西洋語 natureの翻訳語としての使

用を通してどのような概念内実を得て行ったのかという点にある。nature に｢自然｣が充てられた理

由は、この語に「人為」や「作為」が対立することからある程度理解できる。西洋語 natureに対す

るさしあたりの対立項は art であるが、それは人間の所作、作為を指す。逆に nature は人間の所作

artが加わらないそのままの状態を意味すると言える。自然科学（natural science）というのは、そう

いう自然状態の物の在り方、それ自体が一定の法則の下に見出されうるような、合法則的な物の在

り方の探究のことである。そして人間の心をも自然法則の観点から見るのが西洋近代の考え方なの

である。 

人間も含めて科学的実証的に観察されうるものとしての自然（nature）の発見は、明治期の思想

的文化にかかわった人々に大きな衝撃を与えた。日本における「哲学」の最初の紹介者となった西
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周は本来儒学者だったが、儒学的課題であった「人ノ人タル道」の解明にもいわば科学的な「天然

自然の理」の解明を生かすことを考えた。だがそれが実際どのようになされうるかということは容

易に解決される問題ではない。西が見出した問題はその後の思想的課題ともなった。 

「人ノ人タル道」の解明は儒学の課題を引き継ぐものと西が考えた「哲学」の課題であるばかり

ではない。「小説」という新たな形式をはじめとする「文学」という思想形態も同様の課題を引き受

けたと言えよう。文学もまた同時代の西洋文学の受容、ことにその表現形式と思想の受容によって

始まった。明治時代の文学運動においてもまた「自然」が問題になった。明治後期におけるいわゆ

る「自然主義文学」のことがすぐ思い出されるが、そもそも｢小説｣という表現形式が見出された初

期段階から、西洋的な「自然」と｢自然主義｣が暗黙の問題になっていたのである。その初発の地点

をたどると、森鴎外の初期の評論に行き着く。 

西洋的「自然」概念の受容という点から見ても、森は際立った位置を占めている。森はそもそも

医学の徒としてドイツに留学し、しかも対独中に西洋の文学にも大きな影響を受け、帰朝後に翻訳・

文芸評論、そして小説の創作に携わることになった。まさに森は科学的自然理解の立場を十分わき

まえ、さらに当時の西欧文学における「自然主義」にかんする美学的評論にも接し、それらの影響

下で自らの文学ないし小説を構想したのである。 

後年の森は反自然主義の代表者と目されもするが、その出発点は「自然」に依拠する文学に対す

る批判を行った最初期の文芸評論に見られる。さらにこの最初の立場を明確にするために、西洋の

文芸批評の理論的支柱であった美学理論の研究に没頭した数年があった。この美学受容は「自然」

概念批判の観点からも重要である。 

本稿ではこの森の初期評論における「自然」問題に着目し、その展開可能性を明らかにすること

を通じて新たな「自然」受容の一端を明らかにしたい。最初に、帰朝後最初の評論「小説論」にお

ける「自然」問題を初出稿と最終稿とを見比べながら論点を整理する。次いで、同年に発表され最

終的に「文學と自然と」というタイトルでまとめられた評論を、初出稿と対比しながら論点を整理

し、この時期の森の｢自然｣批判の核心を抽出することにする。最後にこの一連の｢自然｣批判の背景

を成す森の美学受容の限界と伝統的な「自然」理解の美学的展開可能性を考えることにしたい。 

一 「医学の説より出でたる小説論」における「自然」 

明治 22年早々に読売新聞に掲載された「小説論」は、文学に対する森の態度表明として評価され

るが、それが後の「自然」や「美学」にかんする問題意識をも既に含んでいる点で極めて興味深い。

この論考は明治 25年に「しがらみ草子」第二十八号に再録され、最終的には明治 29年に評論集「つ

きくさ」に「医学の説より出でたる小説論」というタイトルに改められたうえ収録された。この最

終稿では初出稿「小説論」の内容が圧縮され多くの修整も加えられている。以下初出稿「小説論」

と最終稿｢医学の説より出でたる小説論｣の表現上の異同に注意しながら、そこで示される「自然」

論の核心を考察したい。その際この初出稿の背景事情にかんする神田孝夫や小堀桂一郎の詳細な裏

付けと解釈も参照する。 

まず森が論の骨子と考えたものを修整された最終稿に基づいて整理してみたい。一言で言うなら、

森が考える小説の本質を「エミル、ゾラ」の自然主義小説批判の形で述べたものである。その要点

は以下の三点にまとめられる。 
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(1) ゾラの「試験小説」（＝実験小説）は「クロオド、ベルナアル」の「試験医学」（＝実験医

学）の方法を借用したもので、小説中の人物は「分析と解剖とを経たるもの」である。 

(2) この「分析と解剖」は「作者の用」をなしていないことはないが、それだけで小説という

ことはできない。なぜなら、「試験」（＝実験）の結果は「事実」であって、｢医｣（＝医学）

においてはこれで十分だが、小説の「作者」はこれで十分とすべきではない。 

(3) 小説を作る者にとって「事実は良材」だが、これを役立てるのは「空想の力」による（「ド

オデエ」が「ゾラ」より優れているのはこの点である）。 

 
初出稿「小説論」は論点(1)に先立って「泰西の医説と我詩説」ないし「医術と詩法」の類似性に

言及した小永井某の言の批判から始まる。それが医学者にして文学を志す森自身の立場の表明であ

ったのだが、結果として文学にとっての自然という問題を提起したことになる。日本における自然

主義文学の興隆は後年のことになるが、執筆時点は“nature“の翻訳語としての「自然」が定着しつつ

ある時代であった。そしてその「自然」とは、感性による経験知によるのではなく「分析と解剖」

によって初めて露呈される新たな「自然」であった。森はこの新たな自然の発見自体を否定してい

るわけでも、さらに「泰西の医説と詩説」の類似自体を否定しているのでもない。ただその「浅薄

なる意匠」に、さらに「医学」に基づいた小説を標榜するゾラに代表される「自然派」に対して批

判的なのである。 

神田孝夫によれば、森の「自然派」批判は初出稿のタイトルに“Cfr. Rudolph von Gottshall, 

Studien“（ルドルフ・フォン・ゴットシャル「諸論考」参照）と付記されている通り、対独中に読

んだゴットシャルの自然主義批評に負うものであり 2、しかも当時の森にとってこの批評は自分が

医学の徒として師事していた「コッホ」と「ベッテンコオフェル」の学風の比較に役立ったとのこ

とである 3。つまり、森は両者から医学が「「実験と観察」を旨とする事実の学」であることを学び、

さらに「ベッテンコオフェル」の「犀利な直観により真理を掴む天才肌の学者」ぶりに驚愕したが、

それでも「日本における医学の発展のためには、できるだけ多くのコッホ」が必要との趣旨をメモ

に記している 4。つまり、医学の内にも経験的直観と「実験・観察」といった一見相容れない方法

的展開があり、その片方だけが正しいわけではないのであり、適用場面に応じてふさわしい評価基

準があると森は考えているのであろう。 

このような事情を考え合わせると、初出稿「小説論」の問いの意図が若干明らかになる。森は「分

析と解剖とは之を小説の結構に用ゆること固より不可なるなし」と述べており、「試験医学」の方法

を「小説の結構に応用」すること自体を否定してはいない 5。しかし「分析、解剖の成績は事実」

なのであって、事実だけを問題とする「余輩医人は事実を求むるを以て足れり」とするだろうが、

小説家にとってはそれでいいのかと問うのである。 

さらに初出稿では「正史」と小説との対比もなされていた。ゾラの「無残なる事業」も「正史」、

すなわち歴史的記録としてなら読むべきものとなるが、小説とは事実の範囲内を彷徨するだけでよ

いものではない、むしろ「分析、解剖の成績は作家の良材なり之を運転使用するの活法は獨り覚悟

（「イントユイション」）に依て得べきのみ」6と森は述べる。覚悟と訳された「イントユイション」

（intuition）は分析解剖された事実全体の「直観」だが、その対象は「イデアール」（理想）とされ

ている。 
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「イデアール」は、「事実」としての自然を超えるものと言われているので、その評価の基準にか

んしては、事実評価とは異なる根拠が必要であることになる。それが論点(3)で「空想の力」と言わ

れているように思われる。 

このような議論を通して森が求めているのは、分析解剖の結果を客観的「自然」として提示する

ことを超えて直観する方法であろう。しかしながら、その方法的根拠については「空想の力」など

という曖昧な言葉以上の説明はない。この根拠をさらに説明する課題が残される。 

ただ、解答に至っていないにしても、ここでの議論は重要な示唆を与える。ここで事実としての

自然とは区別される「イデアール」とは、諸事実全体がそこに向けて理解され、それにおいて諸事

実全体が「おのずと」（自然に）まとまるものとも言える。それを森は「自然」とは呼ばないが、森

が「実験と観察」を経験的直観に生かすような「ベッテンコオフェル」の医学知に見たのも、部分

的情報がそこで「おのずと」まとまるような全体知であったのではないだろうか。 

この初出稿「小説論」は、一般的には「晩年に至るまで一貫している反自然主義の主張の最も早

い立言」7などと言われるが、本当に森は反自然主義者と言えるのだろうか。次に、「文學と自然と」

という評論における「自然」評価を考えてみたい。 

二「文學と自然と」における「自然」概念 

明治 22 年初頭に前節の「小説論」によって評論活動を開始した森だが、同年 5 月に書かれ國民之

友 50 号に掲載された「「文學ト自然」ヲ読ム」（明治 22 年 5 月 11 日刊）8は、文学にとっての｢自然｣

問題にかんする森の見解をより明確に示している。この評論も改訂が重ねられて最終的に『柵草子』

28 号の附録に「文學と自然と」というタイトルに改められて収載された 9。これも初出稿と比べて

論点はかなり整理されている。ただしこの議論の背景との関連をよりはっきり示しているのは初出

稿「「文學ト自然」ヲ読ム」の方である。従ってここでは整理された最終稿をまず参照し、初出稿を

議論の背景を理解するために随時参照することにする。 

「小説論」の後、森は徳富蘇峰が主宰する『国民之友』という雑誌を舞台に評論活動を展開する

が、この「「文學ト自然」ヲ読ム」は前月『女学雑誌』（明治 22 年 4 月 27 日刊）に掲載された巌本

善治（筆名「しのぶ」）の「国民之友第四十八号文学と自然｣と題する評論に対する反論として書か

れた。巌本の評論自体は『国民之友』に掲載された蘇峰と石橋忍月の文学と美術のついての論に対

するものであり、さらにこれらの文学美術論争の背後には「廃娼」や、不道徳な女の役を演じるこ

とに異存を申し出た市川団十郎に対する批評などの問題があった。しかし本稿ではこの論争の経過

そのものには深入りせず、「自然」概念にかんする巌本と森の対立という点にかかわる限りで触れる

ことにする。 

さて、森は巌本の主張を以下の二條とし、その内実について批評する。巌本は初出稿では「女學

記者」、最終稿では「撫象子」、蘇峰と石橋忍月は両稿共に「民友子」「局外生」と呼ばれているが、

本稿では実名で記すことにする。この評論での巌本の主張を森は次の「二條」に見る。 

 

「一、最大なる文學は自然の儘に自然を写し得たるものなり 

 二、極美の美術は決して不徳と伴ふことを得ず。」 
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森はまず「一」の「文學」と「自然」概念を吟味し、それに基づいて「二」の「不徳」にかんす

る吟味に移り、最終的に「一」の主張に対する反命題「最美なる美文は自然のまゝに自然を寫すこ

となし」に至る。ただしこの論表の意図は、巌本批評における「文學」概念、「自然」概念の曖昧さ

を批判し、西欧語の翻訳語としての両語の概念的内容を明確にすることを通じて、新たな文芸批評

の基準を提示することを試みることにある。その際、ここでも「小説論」と同じくゴットシャルの

論が念頭に置かれている。初出稿ではまさにゴットシャルの『詩学』から数か所がそのまま翻訳引

用されている。 

しかしながら、批判対象である巌本評論の論旨自体が曖昧であるとは必ずしも言えないように思

われる。たとえば、巌本が｢自然｣と言う時には明らかに翻訳語以前の意味が念頭に置かれている。

だから、森の反論以前に巌本が先の二條で言いたかったことも見ておく必要があろう。 

しかしながら、批判対象である巌本評論の論旨自体が曖昧であるとは必ずしも言えないように思

われる。たとえば、巌本が｢自然｣と言う時には明らかに翻訳語以前の意味が念頭に置かれている。

だから、森の反論以前に巌本が先の二條で言いたかったことも見ておく必要があろう。 

先の巌本の「二條」は「文学美術に関する今の輿論」の見本としての蘇峰、忍月二人の所論それ

ぞれに対してなされた反論なのである 10。「文章の趣味」が「言論不自由のために製造
．．
されたもの」

という蘇峰の主張に対して「自然のまゝに自然を寫す」と言われたのであり、美術が「不徳と伴ふ

ことを得ず」というのも、「人の徳も悉く自然より養はる」という見解に基づいている。この「自然」

とは、「製造」などの人為に対するそれであり、それ自身が「美」であり「神韻」と考えられている

のである。森も論争を通じてそのことを理解したうえで、そのような自然観に対してあえて別の「自

然」理解を対置し、「文学」というものの新たな概念を確立しようとしている。 

それゆえここで検討したいのは、両者のどちらが正しいかを判定することではなく、西欧近代の

概念あるいは考え方が森を通してどのように受容されどのように展開されたかということである。

以下、巌本の二命題にかんする森反論の意図を明らかにしたい。 

「一」に関しては、まず「最大の文學」が何を指すのかが問われる。巌本の言う「文學」が、蘇

峰が「言論不自由ト文學ノ発達」と言う時の「文學」と同義なら、それは「汎き義」の文学なので、

「自然を寫す叙事もあれば、精神を叙する議論」、さらに「科学」「道学」（道徳）「詩学」も含むと

森は考える。そしてこの広義の文学概念に基づくなら「最大ノ文學」と「極美ノ美術」を並置する

のは不適当であると批判するわけである。森によれば、巌本は「美術が美を要するが如くに、文学

は大を要す」と言いたいようだが、「美」が美術の「特有スル性」（＝固有性）なのに対して、「大」

が範囲を言うなら美術にかんしても同じことが言え、また「大」が審美上の「高大（エルハーベン）」

のことならこれも美術にかんして該当することであり、やはり文学の固有性とは言えないと森は言

う 11。 

つまり、森は巌本が「美術」と対置させる「文學」がどのようなものなのかをはっきりさせる必

要があると考える。そこで「文學に二あり」と続けるのである。 

 

文学に二あり。一は美術の範囲内にありて、其補完部をなしたる美文學にして、其性や美なり。

一は美術と關渉せずして獨立したる科學にして其性や眞なり。極美の美術に對すべきは最眞の

科學ならむ 12 
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初出稿では「文學」に「リテラツール」（Literatur）とルビが振られており、さらに「美文學」に

「シェーネ・リテラツール」（schöne Literatur）、また「科學」は「科文學」と表記され「ヴィッセ

ンシャフトリッヘ・リテラツール」(wissenschaftliche Literatur)とルビが振られていた。この西洋的

「リテラツール」内の区別を考慮すると、「美文學」は「美術」と同類であり、「科文學」｢科學｣の

方が「美術」と対置される「文學」ということになる。つまり「一」條の命題が｢二｣條で言われる

美術に対立するものなら、「自然のまゝに自然を寫す」のは「科文學」「科學」の方ということにな

る。 

「科學」は「眞」（真理）に関わるので、「一」條は「最大の文學は自然のまゝに自然を寫し得た

るもの」ではなく「最真の科學は自然のまゝに自然を寫し得たるもの」と言われるべきこととなる

が、これもまた森の許容するものではない。「本草綱目」などは確かに｢自然を寫す｣と言えるが、「論

語」「純理性の評」（のような科學）は｢自然｣ではなく「精神」（ガイスト Geist）を写したものだか

らである。科學が「寫す」のは「精神」も含む「事実」（タートザッヘ）であるから、「最眞の科學

は事実のまゝに事実を寫し得たるものなり」というのが適切だと森は結論付けている。 

だが「文學」には「美文學」も含まれ、そもそも巌本が「文學」と言うのもこちらであることは

明らかだ。「一」條の「文學」が「美文學」なら「一」は｢二｣に対置される命題ではなく、また「美

文學」に関して「自然のまゝに自然を寫す」と言えるかどうかが問われうることになる。 

森はこの美文學の自然問題を一旦保留し、美文學もその「一区域」である「美術」に関する「不

徳」問題を先に取り上げる。この問題は、そもそもは当時の市川団十郎が不道徳な女の役を演じる

ことを厭う発言に由来しており、いわば道徳的に醜悪なものの美はあるのかという問題であった。

巌本は「実際に醜きものも此れを写せば美しくなる、之を美しくする所ろぞ即はち文学美術の長と

する所なれ」という意見は間違いだと言うのである。そして、その根拠として示されるのも「自然」

である。「実際に無き者」を「製造」することはできないのであって、人の智識も徳も「自然より養

わる」と言うのである。結局ここでも「自然」が問題になる。森に従って、「二」條にかんする議論

を追うことにする。 

この問題は、西洋では「善と美」あるいは｢倫理と美｣の関係という古典的問題である。最終稿の

方には「プラトオが学派」なら「美なる徳を極致」として美と善を「一に帰せしむる」だろうが「今

の学者」はそうではないと書かれている。「美」の問題と「善」の問題は区別すべきということであ

る。だがその理由はどう説明されるのだろうか。 

森はそのために「象」（初出稿では「顕象（フェノメン）」）と「想（イデエ）」という概念対を手

掛かりにする。「自然の一象」には「因」があり、現に見えている「象」が「果」なのである。この

「因果」関係をたどると際限がない。むしろ「因果の圏線を脱して此象を見る」なら「想（イデエ）」

が生じると言うのである 13。このくだりは、初出稿ではゴットシャルの文章そのままの引用によっ

ていた。 

 

 爰ニ自然ノ「顕象」アリ此「顕象」ヤ因アッテ而シテ生ズ故ニ果ナリ然レドモ叉タ能ク他ノ

「顕象」ヲ生ズ故ニ因ナリ因耶果耶推シテ千載ノ上ニ遡リ叉千載ノ下ニ下ルモ遂ニ其窮極スル

所ヲ知ラズ人アリ此無端ノ長鎖ヲ滅烈シ因果ノ圏線ヲ超脱シテ此「顕象」ヲ視ルトキハ「想（イ

デエ）」ヲ生ズ「想」ナルモノハ有限ノ一物ニ就イテ無極ノ意義ヲ視ルモノナリ 14 
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「顕象」（＝現象）を背後の因果関係を脱して見るときには「想」（イデー）が生じるという趣旨

は最終稿と変わらない。ただこの文をゴットシャルの翻訳と考えて原文と比べると戸惑う点もある。

この森の文章の元になっているゴットシャル『詩学』冒頭の文章を訳すと以下のようになっている。 

 

 現象の世界をその相互連関において認識しようとする悟性（Verstand）は、自分が直ちに原

因と結果の無限の連鎖に巻き込まれていることに気づく。どの原因も結果を有すと同時に、そ

れ自身が先行する原因の結果である。悟性がこの自らの探究を恣意的に中断したり制限したり

できるのは、この連鎖に従いながら休もうと欲する場合だけだ。われわれがこういう認識の仕

方や衝動の盲目的な力から解き放たれ、われわれの欲望（Wollen）や他の物事との関連から解

き放たれて諸事物を眺める場合にのみ、諸々の理念（Ideen）の世界が開かれるのであり、そこ

でこそわれわれは個々のものをその永遠の意味において把握し、同時にわれわれ自身を永遠の

精神のまなざしを具えた個々の主観として見るのだ 15。 

 

すぐ気づくことは、原文の主語である「悟性」「われわれ」が森訳でははっきりせず「人アリ」と

なっていることである。つまり森訳では「悟性」という人間の能力の評価が問題ではなく、経験の

変化のみが記述されているとも言える。「想」の直観を強調する森だが、人間自身の能力の吟味とい

う観点なしに真善美にかかわる「文學」内部の区別について議論がなされている。つまり、問題は

「善美の区別」であり、「不徳と伴うことを得ず」という巌本説に対する反論であるが、そのために

「象」と「想」との区別を森があえて問題にするのは、美術は「象」にかかわる面があり、それゆ

えにともすると「不徳」な現実（「象」）と混同されがちであるからである。 

「想を得て物を顧みざることは、科學者の能くするところ」だが、「美術家は想を使ふに物を藉(ゕ)

らざること能わず」（物の姿を借りざるを得ない）と森は言う。「科學」ないし「科文學」にとって

は「法」（法則）のみが問題であって、それを発見するための「象」（＝自然現象そのもの）はいわ

ば魚を捕るための「筌」（道具）に過ぎない。同じように「善」も「象以外」のところで「全からむ」

ことを求める。他方「唯だ美は象を存す」、すなわち美は「象」における「想火を以て焚きたる後の

形體」にのみ認められる。ここに「美」の理解の難しさがあると森は言う。「眞を奉ずる印度の學と、

善を奉ずる支那の學が相合して我国の開化をなした」ので「形體を卑しむ」傾向があり、「想」によ

って見出だされた「形體」としての美を見出しづらいのだと言うのである。 

この「形體」に見出される「美」こそ「象」から離れた「善」とは区別され、「不徳に伴う」こと

もありうる。ただし、森がその例として挙げるのは「美の一変したる高大」のみである。「愛して身

を汚すお軽」も「高大」（＝崇高）であり美であると言うことで、巌本の「二」條の背景であった団

十郎評価にも触れている。逆に言うと、「不徳」の美は「高大」の境に達する場合に限られ、それは

「想火」にて自然の塵を焚き去る「美文家の力」によるのである。 

同じことが、美が「醜」を受容する場合にも言える。巌本が「実際に醜きものを寫しては美しく

なることはない」というのは、「自然のまゝに自然を寫す」と考えるからということになる。「不徳」

の件で「善と美」を混同するのも、「自然」の意味をあいまいにしたまま崇拝していることによると

森は言いたいのである。 

こうして森は「自然」の問題に戻るが、以上の検討の結果を通して巌本の二條の内容は「最美な

る美文は自然のまゝに自然をうつし得たるものなり」という命題として整理されたうえで、吟味の
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対象になる。まず、「自然のまゝに自然を寫す」のが「美文」なら、「博物書」も「正史」も「美文」

ということになる矛盾を突くが、さらに上記命題を「美文」の条件とするなら、ゾラの「詩學上の

自然主義」を味方に取ってしまうことになると言う。これは不徳を伴う美を認めない巌本の主張と

折り合うはずがない。森はきわめて論理的に上記命題を否定することになる。 

だが森の議論は巌本の論を構成する語を欧米語の翻訳としてのみ解することによって成り立って

いる。巌本の方は森の批判に対して自分の「自然」概念を説明しようと何度も試みている。自分の

いう「自然」に関して、「固より自然の精神を含めり」とか「人の理想は自然より来り若くは自然の

為に発達せしめらる」 16などと述べ、森の提示する概念に対して自分の語釈を対置しようとしてい

るが、森はあくまで「自然」と「精神」を対立させる概念構成にこだわる。 

ただし、森の目論見が新たな日本語の創出にあると考えるなら、この批評の意図は理解できる。

「七、最美なる美文は自然のまゝに自然を寫すことなし」というこの評論の結論的命題はそういう

意図の明確な表明であり、文芸評論のための新たな枠組みの提示であろう。森はここで、巌本が特

に抵抗を感じて批判した蘇峰の「製造」概念を再び取り上げる。「実際になきものをいかにして製造

するか」という巌本の批判に対して、それなら「文学美術には製造なしとするにや。若し然らば自

然のまゝに自然を寫すといふ寫すの語は模倣の義ならむ」と森は言う 17。巌本が森に対して、「自

然」から理想が来るという反論を行っていることからしても、自然を寫すことを単なる模倣と巌本

が考えるはずはない。森は巌本が「自然の神韻」あるいは「粋」と語った事柄を、精神による「無

意識の想」（Idee）とし、いわば人間の認識問題、さらには創造行為として考えたいのである。その

趣旨が集約された最終部分を、ゴットシャル『詩学』への依存がドイツ語のルビに反映された初出

稿で引用する。 

 

 夫れ自識（ベブスト）ノ「想」ハ「精神」ナリ不自識ノ「想」ハ「自然」ナリ「美」ハ「自

然」ニ眠テ「精神」ニ醒ム「美」ノ「精神」中ニ渙發スル之ヲ「空想（ファンタジー）」ト謂フ

「空想」ノ「美」ヲ得ルヤ「自然」ヨリス然レドモ「自然」ノ儘ニ「自然」ヲ「精神」中ニ寫

シタルモノニ非ズ「自然」二附帯セル多少ノ塵埃ヲ「想」火ニテ焚キ盡シテ能ク「美」ヲ成セ

シナリ 18 

 

この文章の少なくとも前半は『詩学』の部分訳であるが、最後の部分は森独自の表現になってい

る（下線部参照。下線は筆者による）。巌本への反論命題は「美文は自然のまゝに自然を寫すことな

し」となっていたが、今の文によれば、「美文」が「自然」と無関係であるのではなく、美は「自然」

の内に微睡んでいるのである。「自然」の内なる美を取り出すのは「寫す」ことではなく、「自然」

が被った塵埃を燃やし尽くす「空想」という能力による。そして「空想」によって見出された「美」

に「軀を得しむる」のが「美術」である。「美術」はそういう意味で「製造」だというのである。巌

本の「自然」の「寫し」は作為人為の拒否であり、自然に従えばおのずと「神韻」が現れると言う

のだが、森はそういう経験を、ゴットシャルを手掛かりに「精神」の内的経験の組み立てと動態と

して理解しようとする。そこに文芸批評の論理を構想するのである。 
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結びにかえて 

森は最初の評論「小説論」において、実験医学の方法を導入したゾラの自然主義の批判を通して

文学独自の境域と方法的基礎を示そうとした。それは医学の徒として文学にかかわる自らの立場の

表明でもあり、またまさにその 4年前に坪内逍遥が提起した「小説」という表現形態にかんする自

らの立場からの批評でもあった。ここではまだ逍遥に対する真っ向からの批判はなされていないが、

『小説神髄』の読解が前提と考えられる表現は多々見出される 19。いずれにせよ森にとって「自然

主義」と言われる時の｢自然｣（nature）の吟味は避けられない課題だった。巌本の評論「文學と自

然」は、そのための絶好の素材と思われたのではないか。森がそこでの「自然」をかなり強引に西

欧語natureとして読み切る一つの理由はここにあろう。だが森が「自然のまゝに自然を寫し得たる」

という巌本の文學評価に過剰とも言える反論をするもう一つの理由は、巌本が語る｢自然｣が伝統的

な意味での｢自然｣であり、そこにはまさに西が「人ノ人タル道」と述べたような道徳的価値観が含

まれていたからだと思われる。 

巌本は言う、「人の智識は悉く自然より發する、人の徳も悉く自然より養はる、人の美のみ安んぞ

亦た之より來らざらんや」20。「不徳」批判にその一端が示されているが、森は｢小説｣の領分を際立

てるためにむしろ真善美の領域を区別しようとするのであり、そこから新たな日本語による世界観

を打ち立てようとするのである。このような意図に基づく巌本への批判は一連の論争の最後に書か

れた「再び自然を崇拝する人にいふ」（全集 22巻p.14）でよりはっきりなされている。「撫象子〔＝

巌本のこと〕が自然中の神韻と粹との性元といへるものは自然の美なり。わが想火にて塵を焚き去

りし美といひしは術の美なり」、すなわち森は巌本の｢自然中の神髄と粹｣の大元が「美」であること

は認めながら、「塵を焚き去りし美」をそれから区別する。批判的観点のない巌本の立場においては

「渾然たる同一體」が出現し、美と眞と善が一つになってしまうからである。 

このような新たな日本語による文芸理論を構想するにあたって、森が理論的に依拠したのがゴッ

トシャルだった。｢小説論｣が依拠した自然主義に関する批評もその一端と言えるが、『詩学』は当時

のドイツではかなり人口に膾炙した「美学」のテキストであったようだ。｢小説論｣で「分析と解剖」

によって露呈する事実を超える「空想の力」と述べられた小説固有の次元は、『詩学』の読解を介し

て「想」として若干の理論化を見た。これをきっかけに森は｢美学｣理論の文芸批評の方法としての

有効性に気づき、以後ハルトマン、フォルケルト、グロースなどのテキストに親しみ、その翻訳を

通して自らの文学的立場を自覚的に理論化していく。 

それは逆に言えば、彼の文芸理論は当時のドイツの美学に基づいた文芸評論の影響のもとにある

ということにもなる。森の参照したゴットシャル、ハルトマンの美学著作には、ヘーゲルやショー

ペンハウアーの影響が見て取れる。それらのさらに背後にはカントの古典的議論がある。森の｢自然｣

批判の背景には文芸の固有性にかんするドイツ美学的系譜があるのだが、森がその全貌を把握して

いたわけではないだろう。少なくともカントにかんして直接知っているようには思えない。という

のも、美学の古典的議論と看做されるカント『判断力批判』において、「自然」の問題は一番大きな

課題だったからである。 

森とゴットシャルを一旦脇に置くなら、巌本の｢自然のまゝに自然を寫す｣という主張も、「不徳」

と美術の関係も、カントの｢自然｣論となら対比的に考察することもできるように思われる。カント

において「自然」は二つの仕方で問われた。自然はまず感性的経験の対象として「悟性」のカテゴ
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リーで限定されうる限りでの自然、いわば科学の対象である機械的自然である（『純粋理性批判』前

半）。もう一つは「合目的性」という観点からみられる自然である（『判断力批判』）。しかもそれは

まず利害関心から脱した「快不快の感情」による美的判断の場面から考えられている。そういう快

を感じる自然とは、単に物理的機構としてのそれではなく、全体として人為を超えた不可視の秩序

（＝目的）を垣間見せるそれである。カントにはこういう自然美の経験が、人間の心の内なる善の

理念に導く仲立ちになると思われた。それゆえ人のわざが生み出す「芸術美」にかんしても、その

美的達成の基準は「あたかも自然の産物であるかのようにみえる｣ 21ことに求められてもいる。また

そういう芸術作品を産みだす能力を「天才」（Genie）と呼ぶが、「天才というのは、それを通して自

然が芸術に規則を与えるような、生まれつきの素質である」 22と述べている。もちろん比喩的な言

い方ではあるが、経験としては確かに「自然のまゝに自然を寫す」ことにもなる。 

もちろん巌本の考えがカントと同一であると性急に判断すべきではない。カントが追究している

のはあくまで人間主体の能力の吟味であり、そこに留まるのであって、｢自然｣を人間の従うべきも

ののように語る巌本とはおそらく相容れない。森がゴットシャルから学んだ「自然」を超える「想」

（Idee）も、元はと言えばカントに由来する。天才的創作は「現実の自然」が与える素材から「自

然を凌駕するもの」を産出するのであって、それが「美的理念」とも呼ばれている 23。 

森はカント以来の哲学的脈絡を正確には理解していないだろう。ゴットシャルの「悟性」が訳さ

れないままであることにもその一端が垣間見られる。その後の森が｢美学｣受容を通じてたどった道

は、西洋近代における｢自然｣思想を受容し消化し、人間と世界の在り方に対する新たな理解を導く

道であったと言える。 
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徂徠における自然観とその展開 

 

坂本 頼之 

 

はじめに 

荻生徂徠（寛文六年 1666-享保十三年 1728）江戸で生まれ、雙松と名づけられた。通称は惣右衛

門、字は茂卿、物部氏の後裔であることから「物茂卿」とも「物部茂卿」とも名乗った。徳川綱吉

の側医であった父の江戸追放に伴い、母の実家のある上総で生育し、のち江戸に戻って学名をはせ

た。のち将軍となった綱吉の寵臣柳沢吉保に仕え幕府の政治に献策したが、吉保の隠居に伴い藩邸

をでて、日本橋茅場町に住まい「蘐園」を名乗った。代表的な書に『訳文筌蹄』『弁道』『弁名』『政

談』などがある。 1 

三浦梅園（享保八年 1723-寛政元年 1789）豊後国東の富永村に生まれ、名は晋、字は安貞（ただ

し貞の字が避諱され安鼎とも）、梅園は号。梅園の思想は「条理学」と称され、その内容は『玄語』

『贅語』『敢語』の「梅園三語」に著されている。 2 

三浦梅園は江戸時代、享保の改革の中に生まれ、十八世紀後半に活躍し、寛政の改革の中に没し

ている。ちょうどその生涯は、荻生徂徠（1666-1728）と、梅園と同じ豊後出身の漢学者広瀬淡窓

（1782-1856）とに挟まれる形の時代を生きたことになる。 

その三浦梅園の思想は「近代的自然科学の精神」（橋尾四郎著『三浦梅園の教育思想研究』（吉川

弘文館 1983 年 2 月）p.5）や、「生涯を自然のしくみの探究に献げた自然哲学者」（小川晴久著『三

浦梅園の世界 空間論と自然哲学』（花伝社 1989 年 11 月）p.7）、「徹底した思索に基づく独創的な

自然哲学を展開した」（佐藤弘夫編集委員代表『概説日本思想史』（ミネルヴァ書房 第八版 2016

年 3 月）p.179）と評されるように、徹底した自然観察・思索から自然法則を見出すというものであ

った。その自然哲学を構築する上で、梅園はまず 

 

「天人之弁、学者之急務也（天人の弁は、学ぶ者の急務なり）」（『玄語』例旨p.7） 3 

 

と、説いている。この「天人の弁」がなされないと 

 

「先達推心観物。終為心所私。雖美雖善。非天地之本然。況非美与善乎。（先達は心を推して物

を観る。終に心の為に私せらる。美と雖も善と雖も、天地の本然に非ず。況や美と善とに非ざ

るをや）」（『玄語』例旨 p.7） 

 

と、「先達」の如く、主観からなる独善的な自然観となってしまうことを主張した。この梅園の主張

について、先行研究では「自然と人間との異同の認識をすることの急務であり、混同することの不
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当性の主張である。その区別と統一の問題といえる。伝統的教学が、この両者を混同していること

への批判でもある。いわゆる「天人合一」思想への批判ということができる」（前述『三浦梅園の教

育思想研究』p.31）と解釈し、梅園の自然観については「伝統的自然観・人間観より「脱却」の方

向性、「枠外」への方向性をもっていたといえよう」（同上 p.32）としている。また田口正治氏は、

梅園は先達の自然観を「好尚おのおの異なり、互いに自説を持して相争うのである。そこにはなん

らの客観性・妥当性もない」（田口正治著『三浦梅園』（吉川弘文館 1967 年 4 月）p.311-312）と批

判したとして、「人の主観を捨て客観的に、実証による」（p.313）ことが、梅園の自然の「条理」を

求める方法だとした。 

これら先行研究の解釈から考えると、三浦梅園の自然哲学が生まれる基礎として、「天人の弁」に

代表される、天地（自然）を客体とし、人を主体として確立すること、またその主体が主観を捨て

て客観的実証的に自然の原理を求めることが必要とされていたということができるだろう。 

ここで橋尾氏が「天人合一」「伝統的自然観」として、梅園の「天人之弁」と対比される「先達」

としてあげているのが、「朱子学的自然観」（橋尾氏前述書 p.33）と「古学派のそれ」（同上 p.38）

である。具体的には前者は藤原惺窩・林羅山であり、後者は山鹿素行・伊藤仁斎、そして荻生徂徠

である。そしてそれら「先達」は「朱子学派の自然観が連続的自然観であったと同様、古学派のそ

れも、結局は、より一層、「有意」的自然観の枠の中にあったといわなくてはならない」（同上 p.38）

とされる。 

また三枝博音氏も『新編・梅園哲学入門』（書肆心水 2014 年 5 月）の中で梅園以前で思索に長

じていた人の一人として徂徠の名をあげ「この人々は、それぞれの思想伝統を固持していて、その

範囲で思想体系を作りあげている。けれども、自然界に関する関心と知識的要求とは殆ど見られな

かった」（『新編・梅園哲学入門』p.274）と指摘している。 

しかしながらここで一つ疑問が生じる。先行研究が自然哲学者としての梅園と徂徠を比較し、徂

徠が梅園のような自然哲学を生み出すことがなかったと指摘するのは正しい 4。しかし徂徠学はそ

の構築過程からして、「われわれがそこに見たものはあらゆる意味における朱子学のアンチテーゼで

あった」「朱子学の連続的思惟はここに全く分解し夫々独自化した」（丸山真男著『日本政治思想研

究』（東京大学出版会 1952 年 12 月）p.115）という指摘があるように、朱子学の超克（付け加える

ならば伊藤仁齋の学の超克）の上に成り立っているとすることができる。そうであるならば、徂徠

学には「朱子学的自然観」と一歩線を引いた異なる面からの、梅園の自然哲学との違いがあるので

はないだろうか。言い換えれば、梅園のような近代的自然科学を生み出すことを阻害する要因が、

朱子学的自然観と徂徠学とにあるとして、その阻害要因は徂徠学には徂徠学固有のものがあるので

はないだろうか？逆にその要因が排除されることが、梅園のような近代的自然科学を生み出す要因

と成りうるのではないだろうか？ 

本稿は以上の観点から、徂徠学の自然哲学への阻害要因を詳細に考察することで、梅園が「先達」

として批判対象とする中での徂徠学の位置を探り、あわせて近世日本思想にとって近代的自然科学

へと展開するに必要な要因とは何であったのかの推測を試みるものである。 

徂徠学の「格物」 

梅園が述べる「物を観る」ことに関しては、徂徠の中でも論じられている。それは徂徠学の中で
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は『大学』八条目の格物における認識論として表される 5。今、徂徠学の問題点を明らかにするた

めに、ここで徂徠の「格物論」について再確認しておきたいと思う。 

徂徠以前から様々に解釈されてきた「格物」であるが、徂徠はその「格物」を「物格(いた)る」（『弁

名』 p.179）6と解釈している。 

この「格物」の「物」とは、徂徠によれば、 

 

「物なる者は、教への条件なり」（同上） 

 

とされ、それは具体的には「物者、先王之法言」（『大学解』p.17）7であり、また具体的事実（条件）

である 8。そしてそれは 

 

「物者、道之一節。聖人建而名焉（物とは、道の一節なり。聖人建てて名づく）」（『大学解』p.14） 

 

とあるように、聖人によって具体化され、学ぶ者が対象とする「物」であった。それが記されたも

のが六経である。 

 

「六経は物なり。道具にここに存す」（『学則』 p.192） 

 

その具体的な事実であり、規範と反規範が一体となった広義の規範の集合体ともいえる、具体的事

実の提示である「物」が、徂徠の「格物」の「物」である。 

また「格物」の「格」とは、徂徠によれば 

 

「「格」なる者は「来」なり」（『弁名』 p.179） 

「「格」なる者は、これを来(きた)すなり」（『弁道』 p.35） 

 

と「来（きた）す」であり、教えの条件たる「物」が我が身に自得されることである。それにより

「致知」が「生ずる」。徂徠によれば「致知」とは 

 

「教への条件我に得れば、すなわち知自然に明らかなり。これ「知至る」と謂ふ」（『弁名』 

p.179） 

 

であり、それはまた『大学解』では「致者、使之至也。至者生也（致とは之をして至らしむるなり。

至とは生ずるなり）」（p.16）と説かれているように、「格物」によって「知」は「生じさせられる」

ものである。つまり徂徠にとって「格物」以下の「致知」は工夫ではなく「格物」によってもたら

される「功効」であり、そこには明確な区別が存在しているのである 9。 

 

「大学のいわゆる格物なる者は、その事に習ふの久しき、自然に、得る所あり、得るところあ

りてしかるのち知る所始めて明らかなることを謂ふ。故に曰く「物格りてしかるのち知至る」

と」（『弁名』 p.62） 
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この「格物」によってもたらされる「知」の内容とは「知者徳慧術知也」（『大学解』p.16）とされ

る。「徳慧術知」とは『孟子』尽心上篇に見える語で、徂徠は特にこの語を「古言」であるとして、

『孟子』から取り出し「智（知）」の説明とする。その「徳慧術知」の内容は 

 

「知者徳慧術知也。非世人所謂知也。徳慧術知生。而後知仁之可尚焉。孝弟之為至善焉。挙天

下之物。莫以尚焉。好善之所以誠也。故欲誠其意者。先致其知。（知は徳慧術知なり。世人の所

謂知に非ず。徳慧術知生じて、而る後に仁の尚ぶべく、孝弟の至善たる、天下の物を挙げて、

以て尚ぶ莫きを知る。善を好むの誠なる所以なり。故に其の意を誠にせんと欲する者は、先づ

其の知を致す）」（『大学解』 p.16） 

 

とあるように、学ぶ者が「格物」を通して、この「智（知）」＝君子の徳である狭義の規範性への志

向を我が身に生ずることが、徂徠の「格物致知」ということになる 10。 

徂徠学の自然哲学としての問題点（一）自然－聖人－学ぶ者の格物論 

ここで本稿の本題、自然哲学を生み出すにあたっての阻害要件という観点から徂徠の「格物論」

をみたときに、いくつかの問題が明らかになる。まず第一の問題は徂徠の「格物」があくまで「学

ぶ者」を対象としたものであり、その「学ぶ者」の外部に客観として置かれた対象が、聖人を通し

た「物」であるということである。 

朱子学のように「聖人学んで至るべし」とはみない徂徠にとって、「物」とは自然を含んだ客観的

事象全般ではなく、「学ぶ者」の前に存在している、聖人が作為した「物」である 11。そのため「物」

を自然界や社会から見出し、言わば事象全般を対象として観察する主体は、あくまで聖人であり「学

ぶ者」ではない。 

それは例えば「仁」という概念を、事物としては個別具体的に存在しない中から聖人が「尽性窮

理」して、それに「仁」と名づけ、その「仁」という「名」を六経をはじめとする「物」から「学

ぶ者」が「格物」の結果、我が身に習得する、というように 12、聖人の「尽性窮理」と「学ぶ者」

の「格物」は区別される 13。 

 

「ただ聖人のみ能く我の性を尽くし、能く人の性を尽くし、能く物の性を尽くして、天地とそ

の徳を合す。故にただ聖人のみ、能く理を窮めてこれが極を立つることあり。礼と義とこれな

り。故に説卦にいはゆる「理を窮む」といふ者は、聖人の事にして、凡人の能くせざる所なり」

（『弁名 p.150） 

「理を窮むるは聖人の事にして、あにこれを学者に望むべけんや」（『弁名』p.179） 

 

そしてその聖人とは「聖人の智は、得て測るべからず。また得て学ぶべからず」（『弁名』p.58）

であり、「先王の聡明睿知の徳は、これを天性に稟く。凡人の能く及ぶ所に非ず。故に古者は学んで

聖人となるの説なきなり」（『弁道』p.15）であって、「学ぶ者」と聖人（先王）は天与の才能におい

て全く懸絶した存在となって、「学ぶ者」はいくら修養しようが制作者としての聖人になることは出
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来ない 14。それは天性をうけた特異な才能のなせるわざなのである。 

この聖人観からみる徂徠学の問題点は明らかであろう。この「格物論」と聖人観からは、観察主

体としての「学ぶ者」は生まれても、観察対象としての自然を「学ぶ者」の前に置く事がなくなる。

その対象は聖人だけが「尽性窮理」すべき対象なのであって、人一般にとっての自然と人間の関係

は閉ざされてしまうことになる。この聖人観が解消されない限り、人は自然を観察対象とはせずに

生きていくことになるだろう。この聖人観が、徂徠学が持つ自然哲学への阻害要件の一つである。 

徂徠学の自然哲学としての問題点（二）クルワと心身 

上記の「格物論」に関連する形で、もう一つの問題が明らかになる。それは徂徠の心身観の問題

である。徂徠にとって「物」とは、上記で見てきたように、聖人によって明らかにされた自己の外

の事実であって、そもそも主体者である自己には内在していない。 

 

「その始めて教へを受くるに方りて、物はなほ我に有せず。これを彼に在りて来らざるに辟ふ。

その成るに及んで、物は我が有となる。これを彼より来り至るに辟ふ。」（『弁名』p.179） 

 

このように、以前は自らに内在しなかった規範が、外的な規範の集合体である「物」から自得さ

れていく行為が「格物」であるならば、「格物」する主体は「格物」によって規範を自得する以前の

主体とは異なるはずである 15。 

その自己、つまり認識主体とは徂徠によれば「クルワ」と称される枠組みを持つ。「クルワ」とは

「曲輪」であり、生活・習慣や環境によって形成された自己であり、またそれらによって形成され

た知見でもある 16。 

 

「此国、今の風俗に染まり居て、心あわひも智恵のはたらきも、悉く其くるわを出ざるが故也」

（『太平策』p.449） 

「此国、今の世の風俗に染り居て、心あわひも智恵のはたらきも、其くるわを出でず、かかる

心より、聖人の道を取用るゆへ、其心には聖人の道なりと思へども、全く吾物ずきの筋を離ざ

ることをしらぬなり」（『太平策』p.450） 

 

徂徠はこのように度 「々クルワ」の存在を指摘している。自らがその「クルワ」の中にいる限り、

自らの知見や価値観である「吾ものずき」によって外物は認識され、自らの主観によってねじ曲げ

られる。 

 

「習俗の見に溺れたる心にて、書籍の道理を了簡すれば、皆己が物ずきになりゆくことなり」

（『太平策』p.455） 

 

このように「クルワ」の外の考えや書籍や人物に対して、人はあくまで「クルワ」の中からの価値

判断から、対象に対して疑い、あるいは不審を抱くことになる。そして人として生きる以上、「クル

ワ」を持たずに生きることはあり得ない。そのため当代に生きる「学ぶ者」にとって、自己と「物」
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との関係とは、まさにその「クルワ」の中の自己と「物」との関係に他ならない。この関係の中で、

認識主体が「クルワ」を脱却し、自らを対象たる「物」へと内在させていき、「物」から基準を体得

していく行為が「格物」ということになる。 

この「クルワ」論が自然哲学を生み出すに当たっての阻害要因となる。それはこの「クルワ」に

は心身渾然となった現実存在としての認識主体が囚われていると徂徠は見るからである。例えば朱

子学者たちが説く「理」は、徂徠にとっては基準となり得ない。それは「学ぶ者」が各自の「クル

ワ」の中から「理」を見るからである。 

 

「我が心を以てこれを推度して、その必ずまさにかくのごとくなるべきと、必ずかくのごとく

なるべからざるとを見ることあり、これこれを理と謂ふ。凡そ人、善をなさんと欲するときも、

またその理のなすべきを見てこれをなし、悪をなさんと欲するときも、またその理のなすべき

を見てこれをなす。みな我が心そのなすべきを見てこれをなす。故に理なる者は定準なき者な

り」（『弁名』 p.150） 

 

徂徠にとっても「心なる者は人身の主宰なり」（『弁名』p.144）と、朱子学と同様に主体を主宰す

るものは「心」であったが、その心は 

 

「古は身・心を以て対言する者なし。凡そ身と言ふ者は、みな己を謂ふなり。己はあに心を外

にせんや」（『弁名』p.50） 

 

と、心身が分離されたものではないとした。「身」とは「身者己也（身なる者は己なり）」（『大学解』

p.16）と、心を含んだ自己そのものであり、渾然となって切り離せないものである。この徂徠の心

身観にみえるように、主体者とは徂徠にとって肉体をもつ身体存在であった 17。この徂徠の心身観

からすれば、心身渾然の自己そのものが「クルワ」の中に囚われているのであり、そこから自然と

人間の関係を考察しても、それは単なる個人の主観による観察に過ぎなくなる。「学ぶ者」個人は「ク

ルワ」を心身共に出る事がないのだから、「クルワ」の中から主観によって自然哲学の構築を果たす

ほかない。「はじめに」の繰り返しになるが、主観に基づく自然観察と理論の構築が「先達」として

三浦梅園に批判されていたことを思い出していただきたい。 

 

「先達推心観物。終為心所私。雖美雖善。非天地之本然。況非美与善乎。（先達は心を推して物

を観る。終に心の為に私せらる。美と雖も善と雖も、天地の本然に非ず。況や美と善とに非ざ

るをや）」（『玄語』例旨 p.7） 

 

しかし心身が「クルワ」に囚われていたとしても、認識主体たる心を切り離して「クルワ」の外

に認識主体を措定し、「クルワ」に囚われた自己を客観視することで、自己相対化を果たし、客観的

視点を獲得すればよいのではないだろうか、という疑問が当然でてくるだろう。しかし徂徠はそれ

を否定する 

 

「何となればすなわち心なる者は二つにすべからざる者なり。それその心を操らんと欲するに
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方りてや、そのこれを操らんと欲する者もまた心なり。心みづから心を操る、その勢ひあに能

く久しからんや」（『弁名』p.144） 

「心は形なきなり。得てこれを制すべからず。故に先王の道は、礼を以て心を制す。礼を外に

して心を治むるの道を語るは、みな私智妄作なり。何となれば、これを治むる者は心なり。治

むる所の者は心なり。我が心を以て我が心を治むるは、譬へば狂者みづからその狂を治むるが

ごとし。いづくんぞ能くこれを治めん」（『弁道』p.27~28） 

 

心を外に措定したとしても、その心はやはり心身と結びついて離れず、過去の生活や習慣・環境

によって構築された「クルワ」の枠組みの中から措定された心に過ぎない。ただ心でのみ観念的に

自己相対化を果たしたところで、自己はやはり依然として「クルワ」の中にいることになる。だか

ら狂った者は、いくら「クルワ」の外に心を置いて、そこから自己を客観視したつもりでも、やは

りそれは「クルワ」の中（狂った自己の心身とそれを構築してきた習慣・生活・環境）から自己を

見ているために、己が狂った考え、狂った行動を治す事が出来ないのである。 

一方、徂徠が心身を不可分とし、その心身が「クルワ」を構築するとしたことで、万人に個性を

見る論が展開されていく事になる 18。また聖人が作り出す「道」と個々人の内面との分離は、平石

氏の前述研究の中で「政治権力に対し内面の自由を主張する観念の萌芽さえ見出すことができる」

（p.86）と評価されるように、個々人の内面世界の承認・尊重へと進む契機ともなりうる 19。この

ように「クルワ」という強固な「個」の枠組みが構築されることで、その枠組みに基づいた様々な

徂徠学独自の「個」の尊重という世界観が広がる一方、それは対象世界の普遍的原理の発見の否定

へとも進んでいく。 

 

「理は形なし。故に準なし。その以て中庸となし当行の理となす者は、すなわちその人の見る

所のみ。見る所は人人殊なり。人人おのおのその心を以て「これ中庸なり」「これ当行なり」と

謂ふ、かくのごときのみ」（『弁名』p.28） 

 

人がそれぞれの「クルワ」を構築し、それぞれの「クルワ」の中から見る限り、たとえ理と呼ばれ

るようなものを見つけ出したとしても、それぞれの「クルワ」の中の見にとどまり、普遍の原理と

はなりようもない。「個」が尊重され、個性が強く前面に出れば出るだけ、客観性や普遍からは遠ざ

かる。徂徠学が「クルワ」を初めとする心身一体の個性を前面に出すことが、客観的な観察から得

られる自然哲学の構築から遠ざかるのである。 

まとめにかえて 

以上見てきたように、徂徠学は徂徠学独自の部分で、自然哲学を構築するにあたっての阻害要因

を抱えていたことが明らかになったのではないだろうか。聖人による「尽性窮理」を通しての「格

物」が、自然を観察対象とすることから人一般を除外し、また「クルワ」の構築を通した心身不可

分の心身論は、自らの主観の外から対象を客観視することを許さない。 

これは「学ぶ者」が「格物」を通して「徳慧術知」を身に得て、自己革新を果たしたとしても同

じ事である。聖人が作為した「物」を身に得ることで、客観的な視点を得たとしても、それはあく

国際哲学研究 6号 2017　　129



 

 

まで聖人が「尽性窮理」した中でのことであり、自由な自己の視点からの客観視とは大きく異なる。 

以上のような要件から構成される徂徠の自然観とは以下のようなものとなるのが当然だろう。 

 

「神妙不測なる天地の上は、もと知られぬ事に候間、雷は雷にて可被差置候」（『徂徠先生答問

書』井上哲次郎・蟹江義丸共編『日本倫理彙編』巻之六（臨川書店 1970年 1月）p.159） 

 

この不可知のものを不可知そのままにしておくべきだとする論法は、まさに「学ぶ者」としての態

度であったといえる。しかしこれこそが徂徠独自の聖人観・格物論・そして心身論から作り出され

た、朱子学的自然観とは異なる、徂徠独自の自然観であるともいえるだろう。同じ答問の中で徂徠

は宋儒の説について「格物致知と申事を宋儒見誤り候てより、風雲雷雨の沙汰、一草一木の理まで

をきはめ候を学問と存じ候」（『徂徠先生答問書』『日本倫理彙編』巻之六 p.158-159）と述べている。

ここで徂徠自身が指摘するように、徂徠と宋儒との「格物」解釈の違いが、雷を雷としてそのまま

にしておく徂徠と、雷を対象として格物窮理せんとする宋儒の自然観の違いを生み出しているので

ある。 

ではこれらの徂徠学独自の阻害要因が排除されることが、自然哲学の構築へと繋がるということ

があるのだろうか？その一つの形が、徂徠学の流れを汲みながらも、合理主義と評される思想を作

り上げた海保青陵（1755-1817）であると思われる 20。 

例えば青陵は自ら天地間に存在する理を窮めることを主張している。 

 

「天地の間の事は皆理なり。皆理中也。理外なし。畢竟理外といふは、理の推よふ足らぬゆへ

に、理外のよふにみゆるなり。理外のよふに見ゆるがやはり理中也」（『天王談』『全集』p.501~502）
21 

「理をいやがる人は人の部へは入らず、人外の人なり」（『天王談』『全集』p.502） 

 

このように主体者たる人が、自ら「理」を推し極める事を説く青陵にとっては、徂徠が聖人の作為

した「物」とする六経も「六経は即ち天理の註伝なり」（『洪範談』『全集』p.585）となり、主体者

は六経を通して「理」を推し極めることになる。そして更には書籍を通さず自ら直接自然から「理」

を見出すことが推奨される。 

 

「理と云ふものは書を読で始めて会得するものに非ず。書をよまぬ方が反へて早きなり。如何

にとなれば、書を読には彼注疏音義にかかりて、余程月日を費やさねば義理の論へゆかず。故

に書を止めて生きたる世界をとらへて、ぎくぎくと推て見るほど早き事なし」（『天王談』『全集』

ｐ.510） 

 

主体者が直接「生きたる世界」と対面し、そこから「理」を掴もうとする。徂徠が聖人のみ行い得

るとした「尽性窮理」を、人一般が行うという姿がここにあるのである。 

また徂徠が設定した「クルワ」と同様な、習慣・生活によって作られた枠組みを、青陵も指摘し

ている。 
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「京人京の風を知らず、江戸人江戸の風を知らず。京人は江戸へゆきて、江戸に二年も居りて、

扨、京をふりかへりみて、始て京の風はこれこれがよくて、これこれがあしき也とわかるなり。

江戸人京へ来て、一両年も住居して江戸を忘れたる時分にふりかへりて見ば、江戸の風よくみ

ゆる也。是其外に居て其物をみればよふ見ゆる。其中へ飛込めば其物みへぬ証拠也」（『前識談』

『全集』p.566） 

 

しかし青陵の場合、その「クルワ」から心は自由に外に出る。自らの心を「空位」におくことで、

「クルワ」に囚われた自らを相対化し、制御することを説く。 

 

「雲中に居て下を見をろすは、己れが心にて己れを見る事出来ると云ふ木像なり」（『天王談』

『全集』p.500） 

 

このように青陵は、自己から切れて離れた認識主体を「空」と結びつけ、自己の相対化を説いて

いる。それはまさに徂徠が拒否したはずの心身の分離であり、心を自由な「空」におくことで、心

身を制御する「二心論」を青陵は説いているのである 22。 

この「二心論」がもたらす自己相対化は、既成の価値から解放され、自由な選択を行う主体者を

生む。その既成の価値から解放された主体者が「生きたる世界」から「ぎくぎくと推て見る」ので

ある。 

 

「合点のゆかぬ事を合点ゆきたる面をする事は、今以て鶴には出来ぬなり。雪は六角にて水晶

も六角也。塩は四角にて礬の類はみな四角なり。天の数は六、地の数は四なりと云ふ人は鶴は

きらひなり。なぜに六角、なぜに四角と取たか、見たかの理なきうちは、底ずめはせぬ也」（『天

王談』『全集』p.512） 

 

しかし常人である以上、理を窮め尽くせぬこともあり得る。 

 

「聖人に非るよりは推す事詳ならず。ゆへに知にくき事あり。造化の妙は些細なる詳密なる事

なれば、推し窮めぬ事沢山あり。唯、中ずましに済しておく人は鶴大きらひなり」（『天王談』

同上） 

 

ただし推し窮め尽くせないからと、聖人に与えられた「物」に安住し、「物」の「わけ」（『天王談』

同上）を理解しないまま盲従し、主体意識を失って現実妥当性を見失うことを青陵は恐れるのであ

る。 

 

「況や古への細工を愚鈍なる細工にて似せたる、嘔吐にたへぬ事なるべし。如し古への聖人神

霊ありて、今の儒者見玉はば、さぞさぞをかしかるべし」（『天王談』同上） 

 

上文の引用の「鶴」とは青陵の自称である。「生きたる世界」の前に自由な主体者として立つ青陵

は、徂徠学が徂徠学であるが故に進めなかった方向へ、徹底した自然観察・思索から自然法則を見
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出すという三浦梅園と同じ方向へと進んでいったということができるのではないだろうか。勿論そ

れがそのまま徂徠学の展開を示すものではないが、徂徠学が持っていた自然哲学への方向性の阻害

要因、そしてその阻害要因の排除がもつ可能性は示せたのではないかと考える。 
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註
 
1 徂徠の略歴については平石直昭著『荻生徂徠年譜考』（平凡社 1984 年 5 月）及び田尻祐一郎著『荻生

徂徠』（明徳出版社 2008 年 3 月）を中心に参考にしてまとめた。 

2 三浦梅園の略歴については田口正治著『三浦梅園』（吉川弘文館 1967 年 4 月）および高橋正和著『三
浦梅園』（明徳出版社 1991 年 9 月）を中心に参考にしてまとめた。 

3 引用は梅園會編纂『梅園全集』（弘道館 1912 年 8 月）による。以下梅園の資料を引用する際にはここ
から引用し、頁数を附した。書き下しは筆者による。また返り点や句読点は基本的に引用元に従った。 

4 「徂徠においては、固有の意味の自然論（天道論）はないといわれる。そのことは、固有の意味の自然
観がない、ともいえよう」（橋尾四郎著『三浦梅園の教育思想研究』p.37）。「天道は人道の単なるアナロ
ギーとされることによって本来の意味の天道論は姿を消した。さうしてその代りに天の不可知性、神秘
性が濃厚に前面に浮び出るに至った」（丸山真男著『日本政治思想研究』p.81）など、先行研究の殆どが
この点を指摘している。一方で徂徠には自然哲学としての自然観とは別に、「自ずから然る」とそれに対
する「作為」に関する自然観がある。こちらの徂徠の自然観については、日野龍夫氏「徂徠学における
自然と作為」（相良亨・尾藤正英・秋山虔編『講座日本思想』第１巻（東京大学出版会 1983 年 10 月）
p191-232）の研究がある。 

5 徂徠の格物論については、すでに先行の研究が多く触れるところである。丸山真男著『日本政治思想研
究』（東京大学出版会 1952 年 12 月）、吉川幸次郎著『仁斎・徂徠・宣長』（岩波書店 1975 年 6 月）、
平石直昭氏「戦中・戦後徂徠論批判－初期丸山・吉川両学説の検討を中心に－」（『社会科学研究』第 39
巻 1 号 1987 年 8 月）など。また特に徂徠の格物論を専門に扱った研究として前田勉氏「荻生徂徠－古
文辞学の認識論」（源了圓編『江戸の儒学 『大学』受容の歴史』（思文閣出版 1988 年 9 月）所収「荻
生徂徠－古文辞学の認識論」）がある。また「物」については田原嗣郎著『徂徠学の世界』（東京大学出
版会 1991 年 10 月）の「補説「物」について」（p.58-63）が詳しい。ここではこれらの先行研究を参考
にしてまとめた。 

6 『日本思想体系』36 荻生徂徠（岩波書店 1973 年 4 月）による。以下『弁名』をはじめ徂徠の著書を引
用する際、多くはここに拠り、またページ数もこの版による。また漢字仮名交じり文に関しては、適宜
筆者がひらがなに改めている。 

7 『大学解』は関儀一郎編『日本名家四書註釈全書』学庸部 1（東洋図書刊行会 1920 年 2 月）に拠り、
ページ数もこの版によっている。 

8 この「格物」の対象である六経に記された「物」＝具体的事実が、必ずしも抽象的な個別具体的な規範
の提示にとどまらず、規範が作用している場面であり、行為そのものでもあり、あるいはまた逆に規範
に反するものであり、あるいはその反規範行為の提示でもあることは、平石直昭氏が前述の「戦中・戦
後徂徠論批判－初期丸山・吉川両学説の検討を中心に－」で指摘している。徂徠の「物」に対する同様
の指摘は、すでに前述の吉川幸次郎著『仁斎・徂徠・宣長』に「標準的事実」「原形のままの事実」とし
て説かれていたが、平石氏はその説明と両者の区別が不十分であるとし、規範と反規範の提示であるこ
とを指摘した。また平石氏と同様の指摘を前田勉氏は前述の研究「荻生徂徠－古文辞学の認識論」の中
で、「善悪をまるごと含んだ事実そのものを学ぶこと」（p.145）と指摘している。 

9 徂徠は「為学之方始格物（学を為すの方は格物を始めとす）」（『大学解』p.17）として、「格物」を「学」
における方法と位置づけた。またそれは「自天子至於庶人。凡学者由格物始（天子より庶人に至る、凡
そ学は格物より始む）」（『大学解』p.19）とされ、身分を問わず学ぶ者に共通する「学」の始めの方法で
もあった。その一方で『弁名』「学」に「致知・誠意・正心・修身は、みな格物の功効にして、その必ず
しも先後を分たざることを見るべきのみ」（p.168）とあり、いわゆる「大学」の八条目のうち、「格物」
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以外の「致知」以下は、その「功効」（成果）であることを述べている。同様に『大学解』には「致知誠
意正心、皆非為学之方也」（p.18）と、「致知」以下は「学」の方法ではないことが述べられており、徂
徠にとって八条目の中で「格物」とそれ以外とには明確な線引きがなされている。 

10 徂徠の「格物論」にはもう一つ大きな特徴があり、それが「学ぶ者」の主動を本流とするのではなく、
聖人の作為した「物」より「来る」受動的な自得を本流としていることである。そのため本文中で引用
しているような「大学のいわゆる格物なる者は、その事に習ふの久しき、自然に、得る所あり」（『弁名』
p.62）、「教への条件我に得れば、すなわち知自然に明らかなり。これ「知至る」と謂ふ」（『弁名』p.179）
と、「自然に」と述べられることとなる。また田尻祐一郎氏「徂徠学の礼楽観」（『日本思想史研究』第十
一号 1979 年 3 月）では、徂徠の「礼楽観」について、「礼楽の実践を通じて、民衆を自然に「化スル」
ような新しい徳治主義（語弊を恐れずに言えば）を構想しようと試みたのではないだろうか」（p.24）と
結論づけていることも参照のこと。田原氏は前述の『徂徠学の世界』（p.137）で、「学ぶ者」の主動的行
為である「思ふ」と、受動的な行為である「習ふ」を対比し、徂徠における学問の本流を「習ふ」に代
表される、身体の習熟や環境の影響による自然な習得と見ている。これらの受動的な主体者観と本稿で
扱う自然観とは密接な関係を持つと思われるが、これについては稿を改め論じたいと思う。 

11 所謂徂徠の聖人作為説であるが、これに関しては前述田尻祐一郎著『荻生徂徠』の p.125-142 に詳しく
まとめられている。また氏は「聖人とは何か」として「〈文明〉の定礎者」という観点から「超絶した才
能を「天」から与えられた幾人もの聖人の営為が結晶して〈文明〉が定礎されたのである」（同 p.141）
とする。 

12 「名」と「物」における聖人と「学ぶ者」との関係については前述の田尻祐一郎著『荻生徂徠』（p.119-120）、
田原嗣郎著『徂徠学の世界』（p.58-63）に詳しい。また『弁名』に「生民より以来、物あれば名あり。
名は故より常人のなづくる者あり。これ物の形ある者に名づくるのみ。物の形なき者に至りては、すな
わち常人の睹ること能はざる所の者にして、聖人これを立ててこれに名づく。然るのち常人といへども
見てこれを識るべきなり。これを名教と謂ふ」（p.40）とあり、補注で「名教」について「徂徠は、ここ
では、聖人が、形のない物に対して道・徳・仁・義・礼・智などの名をつけ、これによって教えを設け
たとして、これを名教といっている」（p.559）とあるのを参照のこと。 

13 聖人の「窮理」と「学ぶ者」の「格物致知」の違いについては、前述の平石直昭氏「戦中・戦後徂徠論
批判－初期丸山・吉川両学説の検討を中心に－」の「吉川学説の検討」の「（3）「格致」「信」「議論」」
の注（2）（p.135）に詳しい。 

14 また「礼楽刑政は、先王これを以て天下を安んずるの道を尽くせり。これはいはゆる仁なり。後王・君
子も、またただ先王の礼楽の教えに順ひて、以て仁人たることを得しのみ。これ聖人は学んで至るべか
らず、仁人は学んで能くすべし。孔子、人に教ふるに仁を以てし、いまだかつて聖と作るを以てこれに
強ひざりしは、これがための故なり」（『弁道』p.16）も参照のこと。徂徠は人一般が万人の基準を作為
する「聖人」とはなれないことは説くが、人一般に「人」として社会の中で生きる能力がない事を説い
ているわけではない。また徂徠の「相親しみ相愛し相生じ相輔け相養ひ相匡し相救ふ者は、人の性然り
となす」（『弁道』p.17）という性説も参照のこと。本論から外れるので詳述しないが、徂徠が人一般に
対して戒めたいのは、個々人で異なる心身（クルワのこと後述）を持ちながら、他者へ働きかけるにあ
たって「新たなる価値の創造＝作為する聖人」となり、その互いに異なる価値を他者同士で受けとめ合
うことだと思われる。 

15 それを吉川幸次郎氏は「接受者をして、各自の個性にそいつつそれら標準的事実を自己のものとさせ、
それによって各自に思考させ、各自の個性にそった成長を得させる。かの「大学」にいう「格物致知」
とは、このことをいう」（『仁斎・徂徠・宣長』（岩波書店 1975 年 6 月）p.80）と述べ、学習を通した学
者の自己成長として捉えている。徂徠にとっての学習とは、このように自己の外的な事実を自己に取り
込み、過去の自分とは異なる自分へと成長・変革することであったと言っても良いだろう。また平石直
昭氏「戦中・戦後徂徠論批判－初期丸山・吉川両学説の検討を中心に－」の「「物」（ワザ）によって媒
介された徂徠の「知」の根源的な自発性と「格致」がもつ内面的な自己変革性を示している」（p.128）
を参照のこと。また拙稿「青陵の自己と徂徠の「クルワ」」（『東洋学研究』第 50 号 東洋大学東洋学研
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究所 2013 年 3 月）も参照していただきたい。 

16 『日本思想体系』36 の丸山真男氏の「クルワ」の注に「曲輪。城のまわりにめぐらせた囲いをいう。わ
れわれの思考や言葉遣いなどが、現在の自分の直接的環境や生活習慣（習俗）に深く制約されて、その
枠内を容易に脱けられない、ということがまた、徂徠の認識の基底にあり」（p.449）とある。また平石
氏は前掲の研究において「ここで注意したいのは、「格致」に従事する学者の精神が必ずしも白紙ではな
く、既に一定の通念や世界像をそれまでの生活過程でえていることである。徂徠は「習」や「クルワ」
という言葉でそれを表現している」（p.127）と指摘している。ここでも多くこれらの考察に拠っている。 

17 この徂徠の身体観から見れば、当然のことながら「学」についても身体と密接に関係を持つことになる。
徂徠の「学」とは、具体的には模倣・習熟・思慮を通して、「先王の道」を身体的な習熟を含めて、まさ
しく「身に得る」ことであった。この心身観からの徂徠の「学」については、小島康敬氏「荻生徂徠の
「学」 身体の了解と模倣・習熟・思慮の問題をめぐって」（『理想』619 号 1984 年 12 月）に詳細な論
考がある。また前述（注 10）で紹介したように、田原氏『徂徠学の世界』の「習ふ」と「思ふ」に関す
る考察（p.131-149）を参照のこと。 

18 「気質は天より稟得、父母よりうみ付候事に候。気質を変化すると申候事は宋儒の妄説にて、ならぬ事
を人に責候無理の至に候。気質は何としても変化はならぬ物にて候、米は何時迄も米、豆は何時迄も豆
にて候。只気質を養ひ候て、其生れ得たる通りを成就いたし候が学問にて候」（『徂徠先生答問書』p.175
（『日本倫理彙編』巻之六 臨川書店 1970 年 1 月））といった気質の変化の否定も、心身を「クルワ」
の中に見る徂徠からすれば当然の事であろう。それはどこまでいっても生まれ持った気質の中である。 

19 徂徠は「クルワ」を通し、また心身の不可分性によって内外を峻別するが故に内面の自由を尊重する。
平石氏によれば「ここでの内面は、むしろ宗教的な救済にかかわり、そうであるかぎり「聖人の教」で
あっても、外から強制されるべきでない聖域としてつかまれているからである。その世界はその人だけ
のものなのだ」（p.87）と評されることになる。 

20 青陵はその少年期に荻生徂徠の弟子である宇佐美灊水（1710～1776）の門下で学んでおり、その際に灊

水から徹底的に古文辞学を叩き込まれた様子が、その著『洪範談』の序に「灊水の教へは秦、漢以下の
書を見る事法度なり。古書ばかり注疏をかけて研究する事なり」（蔵並省自編『海保青陵全集』（八千代
出版 1976 年 9 月）p.584-585）と述べられている。また青陵の父の角田青渓は太宰春台の門人大塩与右
衛門に学び、後にやはり宇佐美灊水に学んだ「徂徠派の儒者」（『稽古談』『全集』p.111）であった。青
陵の徂徠学の影響については蔵並省自著『海保青陵経済思想の研究』（雄山閣出版 1990 年 11 月）の第
三章第一節「徂徠に連なる学問系譜」(p63-68)に詳しい。またその否定的な影響については八木清治氏「海
保青陵と徂徠学 －『文法披雲』に着眼して－」（『日本思想史研究』第十一号 1979 年 3 月）に指摘が
ある。 

21 以下の海保青陵の資料の引用は蔵並省自編『海保青陵全集』（八千代出版 1976 年 9 月）を用い、該当
の頁数を附した。また引用元が漢字カナ交じり文の場合は筆者が適宜平仮名に直している。 

22 青陵の自己相対化については、すでに拙稿「海保青陵の二心論」（『白山中国学』通巻第 15 号 2009 年 1
月）「『前識談』の構造からみる海保青陵の思想」（『東洋学研究』47 号 2010 年 3 月）「海保青陵の二心論
と「空」」（『東洋学研究』48 号 2011 年 3 月）の一連の研究において詳細に論じている。参照していた
だきたい。 
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西周の実用性への視座 

――伝統思想に基づく捉え直し―― 

播本 崇史 

 

はじめに 

西周（1829-1897）は、西洋思想を範として、日本の近代化を推進した人物として著名である。そ

の学術領域は多岐に及ぶが、諸概念の理解に際しては、その多くを儒教概念をはじめとする漢語概

念を基礎に据えている 1。 

西の著作には、かかる漢語概念をそのままに踏襲しているものもあれば、これを換骨奪胎し、そ

こに新たな価値付けを行っているものもある。その営為に、儒教との対峙があるということは、多

くの先行研究が指摘しているところである。 

しかしながら、植手通有氏が「明治啓蒙思想の形成とその脆弱性――西周と加藤弘之を中心とし

て」（日本の名著 34『西周・加藤弘之』中央公論社、中公バックス、1984）において指摘している

ように、西は、当時の基礎教養でもあった儒教、とりわけ朱子学を、必ずしも無下に貶めていたわ

けではない。ただし、西が如何に儒教思想を理解し、それを踏まえていたのか、といったことにつ

いては、いまだ詳らかにされていない問題があるように思われる。 

そこで、小論にて着目したいのは、西自身による儒学概念の捉え直しである。伝統思想の捉え直

しは、西周思想の独自性を考察してゆく上では、全く等閑にしておくわけにはいかない問題であろ

う。 

主な先行研究には、西周思想に関する単行の専門書籍として、小泉仰『西周と欧米思想の出会い』

（三峰書房、1989）、蓮沼啓介『西周に於ける哲学の成立』（神戸大学研究双書刊行会、1990）をはじめ、

清水多吉『西周――兵馬の権はいずこにありや――』（ミネルヴァ出版、2010）、松島弘『近代日本哲

学の祖・西周――生涯と思想』（文藝春秋企画出版部、2014）等がある。また、小論では特に、西周を

主題に掲げる論文として、井上厚史氏と小路口聡氏による次の論考に示唆を受けている。井上氏の

「西周と儒教思想―「理」の解釈をめぐって―」（島根県立大学西周研究会編『西周と日本の近代』ぺり

かん社、2005）では、東アジアの精神史上において、宋学以降、極めて重要視されてきた「理」に対

する西周の理解について論究される。井上氏は、『西周と日本の近代』自体が提示している炯眼のま

まに、思想の近代化に際し、明治初期の知識人たちが「儒教とともにあった」2というその史的実態

を明らかにしている。また、儒教批判の営みに「近代化」の萌芽があるのではなく、むしろ儒教そ

のもののうちに見られた近代儒教への「変貌」といった一面を明らかにしている点で、従前の西周

研究からして出色のものである。また小路口氏も「西周と陽明学―「生性劄記」における「当下便

是」説批判をめぐって―」（吉田公平・岩井昌悟・小坂国継編、東洋大学国際哲学研究センター第一ユニッ

ト著『近代化と伝統の間―明治期の人間観と世界観』教育評論社、2016）において、陽明学に関する西周

自身の言説から、良心論として展開されたその人間観の一端を明らかにされている。当該論文は、
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西自身が批判的に乗り越えようとした儒教的人間観を浮き彫りにしたうえで、近代啓蒙という思想

趨勢の痕跡を明らかにしており、極めて示唆に富む。 

儒教は当時、いわば思想的土壌であったが、西自身がこれを完全に捨て去るべきものとしていた

わけではない。小論では、先行研究の成果を踏まえつつ、「近代化」のなかで新たな価値を創出しよ

うとした彼の営みやその思想的内実について、これまで指摘されてこなかった観点を補いつつ若干

の考察を試みたい。 

Ⅰ.西周の学･術･文章観―「洋字ヲ以テ國語ヲ書スルノ論」から― 

『明六雑誌』創刊第一号の巻頭に、「洋字ヲ以テ國語ヲ書スルノ論」と題する西周の論文がある。

『西周全集』では第二巻所載。国語を洋字によって書き表すべきとすることから、「過激な論」とし

て紹介されることもある 3。 

該書は、洋字を一般化することの意義のみならず、その方途や課題にまで具体的に説き及んでい

る。この後の経緯をたどれば、洋字によって国語を書き表すといった西周の目論見は実現しなかっ

たが、該書からは西自身の哲学思想を窺うことができると言える。また、翻訳家としても名高い西

周が、思想・哲学の基本となる「言語」を、如何に理解していたのであろうか。小論ではまずかか

る問題について明らかにしつつ、西周思想の特徴を浮き彫りにしておきたい。 

なお、該書を扱う先行研究には、西周の原文を引用していないものが目立つ。そこで小論では、

できるだけ、西自身の著述に基づき、考察を試みることとしたい。これにより諸先生方から御批正

賜れれば幸いである。 

（１）西周の文章観 

 

ソレ所謂學ナリ術ナリ文章ナリハ皆カノ愚暗ヲ破リ一大艱險ヲ除クノ具ナレハ、僕謂フ苟モ人

民私ニ世道上ニ就テカノ愚暗ノ大軍ヲ敗ラント欲スレハ之ヲ置テ他路ナカルヘシ。是僕輩駑材

謭劣ナルモ敢テ力ヲ陳テ列ニ就カンヲ願フ所ナリ（『西周全集』第二巻、570 頁。本章では、以下頁

のみ記す） 

 

 西周にとって、「学・術・文章」は、「賢知ノ寡ク愚不肖ノ衆クシテ其ノ勢衆寡敵セサルナリ、是

前ニ所謂人民ノ愚如何トモスルナキ者ナリ」（570 頁）という実情に対し、これを打破する手段とし

て位置づけられている。 

「文章」は、古くは『論語』公冶長に見られる。明治期知識人の基礎教養とも言える朱熹『論語

集注』には、「徳が外部に顕れたもののことで、威儀・文辞などいずれもこれである」 4とある。つ

まり「文章」とは、いわゆる「文辞」を意味するだけでなく、「威儀」ともあるように、その全人格

的内面の顕れをも意味している語と言うことになる。 

世人の愚暗を破る手段とされる「学・術・文章」だが、次に見るように、特に「文章」は、学術

を成立せしめる基礎として位置づけられている。まさに、かかる「文」は韓愈の「文者貫道之器也」

の通り、道理を貫いている器としての理解がある。 

今姑社ノ題號タル學術文章ノ三義ニ就テ之ヲ論スルニ、所謂學ナリ術ナリハ文章有テ始メテ立
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ツヘシ。苟モ文章ナシ何ヲカ學トシ何ヲカ術トセン。文ハ貫道ノ器ナリト古人亦之ヲ言ヘリ。

然ルニ今其所謂我ノ文章ナル者言フ所書スル所其法ヲ異ニシテ言フヘキハ書スヘカラス、書ス

ヘキハ言フヘカラス、是亦文章中ノ愚ナル者ニシテ文章中ノ一大艱險ナリ。蓋世ノ人既ニ爰ニ

見ルアリ。故ニ今日之ヲ改正セムトスルノ擧亦ナキニアラス。（570－571頁） 

 

「文章」には、書かれる内容と、話される内容とがある。ただ、言文は、必ずしも一致するもの

とは限らず、邦語でのその相異は顕著である。そこで種々の国語論が説かれることとなる。それを

西は「漢字ノ数ヲ減シ其數ヲ定ム、曰ク和字ノミヲ用ヒ和字書ヲ製シ和文典ヲ作ル」（571 頁）と紹

介するが、自身はこれには与さない 5。直後に記されている「和字」にルビを付し「カナ」と読ま

せ、邦語は子音と母音との組み合わせによって成立するため、カナのみでの表記となれば「其不便

焉ヨリ大ナルハナシ」（571頁）と言うのである。 

（２）洋字活用と日本観 

西の対案は、文字修得の最初から、洋文字を取り入れることであった。すでに欧化主義という時

代的趨勢の最中にあり、衣服、飲食、居住、法律、政事、風俗その他百工学術に至るまで、欧州に

採らざるものはなくなっていた。「永久ニ期スレハ雑居必ス行レサルヲ得ス、洋教必ス入ラサルヲ得

ス」（571頁）。文字もまた欧州文化との雑居があって然るべきと言うのである。 

ただし、西は、当の日本人の性質と、言語自体のもつ特性とを分析することで、「天性ノ言語ヲ廢

シ他ノ言語ヲ用ヒント欲スルノ弊」（572頁）のあることを指摘する。 

西は、日本人の性質として、「我國ノ如キ之ヲ從來ノ經歷ニ徴シ之ヲ國民ノ性質ニ質スニ、襲蹈ニ

長シ模倣ニ巧ニシテ自ラ機軸ヲ出スニ短ナリ」（571-572頁）と分析している。さらに、文学の一事を

例に挙げ、日本では、中古は白居易を貴び、〔林〕羅山や〔山崎〕闇斎等は宋学を宗とし、中江〔藤

樹〕や熊沢〔蕃山〕等は陽明学を源とし、蘐園〔荻生徂徠〕は王〔世貞〕や李〔攀竜〕に根ざし、時代

が降れば袁〔宏道〕や鍾〔惺〕を踏襲しているに過ぎず、いまだかつて一人も新機軸を打ち出した者

はいないとして日本思想史上における史実を整理する。その上で西は、日本人の審美眼とも言え得

る特性をこそ、「善ヲ見テ遷リ長ヲ取テ用フ亦美德ナリ」（572 頁）として、積極的に評価するので

ある。 

また、言語自体の特性として、「人民ノ言語天性ニ本ツク、風土寒熱人種ノ源由相合シテ生ス必變

スヘカラス」（572頁）と論じる。かつて邦語の成立において、漢土より文字を学び呉音・漢音・唐

音を受容してきたものの、漢語が常用されていたのは一部の知識階層、「王朝ノ古官府」のみであっ

たために一般化することがなく、漢土とは風土の異なる世相にあっては、漢語諸音が有していた真

意を忘失し、遂には候文をはじめ、「奉る」「致す」「為」「如し」等、日本独自の用法がなされるよ

うになったと述べる。 

つまり、西によれば、言語は、その土着化によって、当地独自の意味・価値が新たに加えられ、

その外来語本来とは異なる概念を指し示すようになってしまうことがあると言うのである。これが、

天性の言語を廃して他の言語を用いようとする際に生じてくる弊害である。 

（３）洋字活用とその利便性 

実は洋字を用いるべきとする西周の考えは、国学･漢字の撤廃のためなどではなく、カナ（和語）
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を洋字にて記すというものである。 

 

洋字ヲ以テ和語ヲ書シ呼法ヲ立テ以テ之ヲ讀ム。如此耳。然ルニ而テ其事タル嚴令シテ行ハル

ヘキニアラス。禁罰シテ習ハシムヘキニアラス。習フニ漸次ヲ以テシ行フニ歳月ヲ以テシ、寡

ヨリ衆ニ及ホシ小ヨリ大ニ至ラシム。同志、社ヲ結ヒ同好相投スルニアラサレハ能ハス。是其

以テ社ヲ結フノ要ナル所ニシテ、又諸先生ノ名望ヲ假ルニアラサレハ成スへカラサル所ナリ。

曰ク利十ナラサレハ事ヲ變セス、害百ナラサレハ法ヲ更メスト。（572－573頁） 

 

端的に言えば、西は、洋字による言文一致を目指していたことが分かる。つまり、西は、西洋諸

言語に通底し、且つ西洋における「文章」文化の紐帯を、表音文字に見ていたということである。

ただし、西は言文一致ということ自体において、極めて慎重な態度をも示しており、早急な制度化

を図ろうとするものではなかったと言える。 

これに次いで西は、その制度化における利害得失と制度施行に関わる難事を列挙する。本節次節

では、まず利害得失についてまとめる。まず利については、以下のようにある。 

利①語学が成立する。利②初学者の外国語の習得における利便性が高まる。利③言文一致。利④

たった 26文字によって言文一致がなされるため、老若男女、鄙夫君子の誰もが、自らの意見を書け

るようになる。利⑤すでに洋算法が行われているが、これと同時に洋字が横行している。洋字の利

便性が窺われる。大蔵省や陸軍省ではすでにブウクキーピング（簿記）が実施されているが、やは

り洋字が用いられ、横書きである。利⑥Ｊ.Ｃ.ヘボンの字書（『和英五林集成』）、レオン・ド･ロニ

ーの日本語会（『日本語会話集』？）が出版されるも、現今の俗用（口語）の項目については要領を

得ていない。しかし洋字の活用が広まれば、これらも適切になる。利⑦著述翻訳に極めて有用。利

⑧印刷が簡便になる。欧州にて印刷術が発展した際にはそのままに活用することができる。利⑨こ

れまで邦訳されてきた学術用語を、まるで自国の言葉であるかのように原音のまま用いることがで

きるようになる。機械や名物についても同様である。利⑩欧州のあらゆる事を我がものとして捉え

ることができるようになる。自国の文字を廃し他国の長所をものにする。このことは、取るに足ら

ない服飾改変の比ではないので、これによって我が国人民の性質である「流れるように善に従うこ
．．．．．．．．．．．

とができる美徳
．．．．．．．

（傍点筆者）」を世界に誇り、〔侮られることなく〕彼らの肝を冷やすに足る。 

（４）洋字活用における害とその目的及び「国語」観 

一方、害については、以下のようである。害①筆墨業が仕事を失い、害②紙の製造を改めざるを

得なくなり、害③漢学者流・国学者流から厭われ嫉まれる。以上の三点である。しかし、洋字が行

われれば、かかる害も、害ではなくなるという。 

もっとも、害①については、筆墨業は三都その他、僅かな数しか存在しておらず、洋字化も徐々

に行われていく話であるので、その間に生業を転じるゆとりもあり、もとより害として顧みる必要

は無いと断じる。 

また、害②については、過日すでに洋紙製造所が建設され、漸次全国に立てられることになる。

和紙の数は極めて多いので、〔和紙の製造がなくなり〕障子がガラスともなれば、世界の役にも立つ。

まさに害転じて利となると言う。 

害③については、国学の見地からすれば、洋字を用いることによって国語の学がはじめて成立す
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ることになり、これは悦ぶべき事であり憎む理由にはならないと言う。さらに西は、「況ヤ我ヨリ漢

ト洋トヲ視ル素ヨリ差別ナシ、而テ洋字ハ音語ニシテ漢字ノ畫字タル我ト相反スルカ如キニアラサ

ルヲヤ。故ニ彼レ眞ニ其利便ヲ知ラハ眞ニ服スヘキナリ」（574頁）と述べる。日本からすれば、外

国語である漢･洋に差別はないが、そもそも洋字は、表音文字であるため、点画文字である漢字のよ

うに、和語（カナ）に反するものではない。国学者たちもその利便性を真に把握すれば洋字を受け

入れることができるという。また我が国における漢学は、洋学におけるラテン語のようなもので、

児童はまず国語を学び、次いで漢語に従事することになるので、漢語は中学以上の科となる。した

がって漢学者は中学以上の教師として、まるでラテン語やギリシャ語の学師のような地位となる。

学の等級としては上位となるわけで、患うべきことにはならない。ただ従来漢語に携わってきた村

学窮、手習い師匠、俗吏、里胥などにとっては悦べないこともあろうが、漸次行われていくことに

なるので、卒然の患いはないはずであると、西は述べる。 

漢語は、欧州におけるラテン語のように、学問上欠くべからざる地位にあるとするが、まず表音

文字である洋字によって国語を身につけ、次いで漢語をはじめとする諸語に入るべきとしている。

同様の見解は、次の如く、利②にも示されていた。「童蒙ノ初學先ッ國語ニ通シ既ニ一般事物ノ名ト

理トニ通シ次ニ各國ノ語ニ入ルヲ得、且同シ洋字ナレハ彼ヲ見ル既ニ國語ニ於テ之ニ通スレハ他語

ハ唯記性ヲ勞スル耳」（573頁）。洋字は、国語に通じる手段として利便を図ることができ、それ故に、

まさに用いられるべきであるとする。またそうであればこそ、洋字によって各国ノ語に通じること

すら簡便になるのである。 

西の「洋字ヲ以テ国語ヲ書スルノ論」は、洋字によって日本語独自の音を書すべしとする論であ

ったと言える。さらに言えば、初等教育においてカナを廃し、洋字を表音文字の基礎とすることで

あった。このことによって、「国語」を、欧州各国語に比肩する言語として位置づけようとしていた、

と言うことができるであろう。この西の考えを敷衍すれば、「国語」における「和語（カナ）」の価

値は相対的に低くなり、漢語がそうであるように、和語も、中等教育以上の段階において教授され

る言語となり得るであろう。すなわち、独自性の高い「日本語」が、欧州各国語や漢語と同様のレ

ベルに置かれ、教授されることになる、といった推測が成り立つ。 

ともかくも、西によれば、いずれも害は害に非ず。洋字活用によって、利へと転じる。洋字活用

の利便性とは、直接には前段の十条に及ぶ利点のことになるが、それらは究極、冒頭に述べられて

いた「愚暗ヲ破リ一大艱險ヲ除ク具」としての利便性ということになるであろう。西は、初等教育

において、洋字に基づき、人々に言文を一致させる術を身につけさせ、これによって、誰もが、自

らの思想を書き表すことのできる社会の実現を目指していたのである。 
 
（５）実用性への視座 

西思想の興味深いところは、次いで洋字施行に際する三つの具体的な問題とその解決法に説き及

んでいることである。ただし、小論では、紙幅の都合もあり、西周による見解の骨子のみを確認す

るにとどめる。 

西が考える洋字化法施行に伴う阻碍要因とは次の三点である。①語学ノ難事、②政事上ノ難事、

③費用ノ難事。すなわち、直面する具体的な現実であると言えよう。ただし、いずれも西自身は楽

観視している。 

①語学における難事とは、和語、古文法（国学）、候文、漢語法といった、文体の相異である。し
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かし、西は、これを「講和」せしむる術として、洋字による綴字（スペルリング）の法と呼法（フ

ロナンシェシウン）の法とを俗言によって確立させようとする。一方で文語や敬語について、「講和」

のなり得ないものもあると指摘した上で、使用頻度の問題から、俗言、すなわち意味をとらえてそ

のまま文字化できる程度の言葉について勉強してゆけば、百年後には欧州のような言文一致に近づ

くと言う。 

②政事における難事とは、文部省がこれを認めるか否かといった問題である。天子でなければ「文」

を考えることのなかった時代、西周は洋字の制度化によって、一人ひとりが俗言によってその精神

世界を文字化できるべきであるとする理想を掲げたわけだが、文部省から禁じられれば徒労に終わ

る。ただし、維新後の公卿・大臣たちは誰もが変化をねがう人々であるので、彼らに道理を説き、

彼らが国家に利はあれど害なきことを察すれば認めてくれるだろうと述べ、政治家たちに西は期待

感を覗かせている。 

③費用における難事とは、書記への給金、印刷費用、字書・文典の出版にかかる費用である。こ

れについて西周は、明六社の本員に対し、入社時に３円を醵金するよう取り決め、その人数を増や

していくことによって解決できると謳う。さらにはこの方途により、３年の間で、国内２～３万人

の社友を得られ、３万人として９万円の積立が可能となると言う。西周は「天下ノ人材ヲ一社ノ中

ニ網羅スル」（577 頁）ことを考えていたようである 6。加えて西は、西洋文明に関心をもち、洋風

に向かう有志の徒であれば、漢学者、国学者、俗人を問わず、誰でも、入社の機会を設けようとし

ている。西周の構想では、かかる方法がうまく運べば、「サイエンスナリ、アーツナリ、リテラチュ

アナリ、モラルナリ、大畧一致セサルコトナウシテ、彼ノ愚暗ノ頑軍爰ニ於テヤ始テ殲滅遺類ナキ

ヲ得テ、我文明ノ凱歌ヲ奏スルニ至ラン」（577頁）こととなる。 

最後に、西は、実務者たちが、西方の中華文明や欧州文明に見られる奉仕精神を抱き続けなけれ

ばならないということに懸念を表明している。自身の構想そのものの根本的な難事を自ら開陳する

のである。すなわち、西は、いわば会費制による社の運営を構想しているため、社中事業に服務す

る者たちにとって、私利においては損ありて益なきことだと述べる。「其志唯專ラ天下民生ノ爲ニシ

テ所謂天下ノ憂ニ先チテ憂へ天下ノ樂ニ後レテ樂シムノ┐タレハ、其初頭ハ勿論初中後トモ多少喜

フヘカラサルノ事厭倦スヘキ事等生センハ必定ナリ」（578頁）。そこで、「諸先生ノ奮發負擔勉强耐

忍ノ四字義上ニ止ルベク」（578頁）として、西は、実務者たちに、理想実践者たることを求めるの

である。 

西は、自らの理想を、宋儒范仲淹にいわゆる「先憂後楽」にも擬えているが、「にわかに見れば、

軽率にも、時流にのって西方の道をとって天下を導く者のようであり、あるいは落ち着いてこのこ

とを見れば、迂闊にも、いつの時代であっても、人情にかけ離れた行いである」と、やや自嘲気味

な自己評価をも下している。ただし、西洋文明は、表音文字「アベセ 26字」が基礎にあり、これに

端を発して、かの文明の発展があった以上、「諸先生、僕カ論ニ万一同意シ玉ハントナラハ先アノ字

ヨリ始ムヘシ」として、西は自らの情熱への同調を呼びかけている。 

 

以上見てきたように、西は、自らの理想を極めて具体的な想定に落とし込んで再検証しており、

そこに再度自身の評価を加えている。その上で、なお西洋社会を範にとり、文明発展の基礎として

表音文字が位置付けられると断案し、これを積極的に論じていくのである。ここにおいて、まさに、

実用性においてこそ、その是非当否を判断せんとする西周思想を如実に窺い知ることができると言
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える。 

西の立場は国語論においても徹底していると言うことができるであろう。 

Ⅱ 人間性における現実態への視座――儒教批判の一観点―― 

西は、宋学の基礎のうえに、徂徠学の影響を受け、脱藩後には洋学を修め、欧州留学を果たし、

帰国後は、西洋文明社会の基礎たる学問領域に則して、翻訳・論究を重ねている。 

公刊された西の主な単行訳書には『萬國公法』（慶応 4 年。西が受講したS.Visseeringの国際公法

講義の翻訳）、『心理學』（上･下巻、明治 8･9 年。またこの改訂版が『奚氏心理學』として明治 11

年に公刊される。J.HavenのMental Philosophy: including the intellect, sensibilties, and will.の翻訳）、『利

學』（明治 15 年。J.S.MillのUtilitarianismの翻訳）等があり、単行著書には『百一新論』（明治 7 年。

「哲学」二字の初出文献。「教」の方法論について。諸学一致の論。統一科学）、『致知啓蒙』（明治

7 年。本邦初の形式論理学の解説書）、『兵家德行』（明治 11 年。陸軍将校に対する講演の記録）等

がある 7。 

西自身の最終的な人間観については、その晩年まで改稿を続けていたとされる『生性劄記』によ

って窺い知ることができる 8。西はその人間観を「智・情・意」によって分類する。 

小泉氏の論考 9によれば、西の「情主位」の人間観は、『生性發蘊』（明治 4－6 年頃執筆。未完の稿

本。G.H. LewesのA Biographical History of Philosophy, The Library Edition, 1857の一部と、Comte's Philosophy of 

Science: being an exposition of the Principles of the Cours de philosophie positive of Auguste Comte,1853の一部の翻

訳）によって示され、「智主位」は『知説』（明治 7年。『明六雑誌』14、17、22、25所収）によって、「意

主位」は『生性劄記』（明治 17年）によって示される。また、『生性發蘊』と『知説』の執筆が、『心

理学』の訳出と重なる時期もあることから、如上の人間観に関する問題設定については、ヘブンの

影響を受けていたともされる。もっとも、これが翻訳のための下準備として同時並行的に行った彼

なりの学びの成果なのか、翻訳作業に伴い生じてきた彼独自の人間観を新たに論じたものなのか、

『心理學』の補いとして著そうとしたものなのか、今のところでは断言することができない。 

ただ、小泉氏は、西が理解したヘヴンの論説と、西自身による諸論著とに、見解の相違のあるこ

とを指摘している。西は、翻訳作業等を通して西洋学術を理解した上で、これを独自に再論してい

るのである。 

もっとも、西周が智・情・意のそれぞれを伝統的概念と如何に関連させ、捉え直そうとしていた

かといったことについては、まだなお論究の余地があるように思える 10。そこでここでは、前章の

考察を踏まえ、それが東アジア精神史上における人間観の捉え直しとして如何なる意味があったと

言えるか、若干の考察を試みたい。 

前章の考察によれば、西の思想的特徴には、具体性、実用性に対する志向があった。では西は、

人間観における具体性・実用性、あるいはその現実性に、如何なる理解を示すのであろうか。 

人間性に対する「現実性」や「現実態」といった切り口は、「本来性」や「本来態」と併せて、儒

教哲学における基本的な観点である 11。実は、西は近代化に向けてかかる観点そのものを否定して

いたかと言えば、必ずしもそうとは言い切れないように思われる。むしろ西が、まさにかかる儒教

的人間観をこそ「捉え直し」の根幹に据えていたように見受けられるのである。以下、その「捉え

直し」における西周思想の大枠を明らかにしておきたい。 
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「哲学関係斷片」 12に、その術語理解とともに、西の人間観分析の痕跡が、次のように記されて

いる。 

 

六、一身の主たるものを「霊魂」という。霊魂が宿り、諸器官のはたらく場が「心」である。

心の在りかが「 脳
ブレイン

」である。その外皮を「脳蓋」という。魂が外物と交わって感受すること

を「智」という。魂が外物と交わって発することを「意」という。魂が外物を感受したのにま

だ発していない、そのような諸作用のあり方を「情」という。したがって「情」とは、〔外物を〕

知ることと〔外物に対して〕思うこととの間に経過するわずかな時間に、〔外物を〕知ることと

〔外物に向けて発せられる〕意とが混在している位相である。 

六、一身之主謂之靈魂、靈魂所居之室、而具諸官者、謂之心、心之所在形
舍

、謂之腦
フレイン

、其外室、

謂之腦蓋、魂接外物而受之用、謂之智、魂接外物而發之用、謂之意、魂既受外物而未發、諸用、

謂之情、故情也者、知意
思

相半之時、知意相混之位也（「哲学関係斷片」 13） 

 

西周哲学の詳細を見ていく上では、霊魂、心、脳、脳蓋、智、意、情等の各概念について、詳細

に見てゆく必要があろうが 14、ここでは、諸概念における西の理解については深入りせず、その理

解の仕方、位置付けの確認をしておくにとどめたい。 

ここに「智・情・意」の三語が見られるが、これらはそれぞれ同じ位相に位置づけられているわ

けではない。端的に言えば、「智・意」はそれぞれ別個の「用」（はたらき）であるが、「情」は「智・

意」というはたらきが同時に成り立っている「心」のあり方を明示した語であると言える。 

すなわち、「情」は、外物に交わった魂が、外物の情報を受容する「智」のはたらき、すなわち「知

る」という作用と、外物に交わった魂が、外物に対して反応した「意」のはたらき、すなわち「思

う」という作用とが、それぞれその両者として明確化されるために、両者を結びつけている位相の

ことであり、両者を関連させている作用のことである。 

つまり、「情」とは、現実を伴う「智」によって現象し、その反応として生じた「意」を成り立た

せる心的作用と言えるであろう。 

『生性劄記』においても、次のように示される。 

 

思うに情というのは、性理学では、これを大綱に列ねて、心理機構の一つとしているが、実は、

生理学、解剖学の二学によれば、いわゆる情という器官として別個に存在しているわけではな

いのである。（中略）。情は、別個の器官として発動するのではなく、大脳が〔外物に〕感じて

動かされた状態であるということは明らかである。しかしながらいわゆる単純な情に至っては、

前脳の活動した状態であるということに疑念の余地はない。その具体的な形をとって発現した

ものにおいて追求してゆけば、理解できるであろう。つまり恐懼とは、その脳が縮こまること

であり、驚愕とは、その脳が震えることであり、憤怒とは、その脳が膨らむことであり、喜悦

とは、その脳が弛むことであり、悲哀とは、その脳がよじれることである。 

蓋情、性理學、雖以之列於其大綱、而爲一部之官司、然其實在生理解剖二學、則非別所謂情之

官具而存也。（中略）。情非別有官具而發者而爲大腦受感動之狀也明矣。然而至所謂情之單純者、

則爲前腦活動之状也無疑矣。蓋徴諸其所發於形者、而可知也。故恐懼者其腦収縮也、驚愕者其

腦轉動也、憤怒者其腦怒張也、喜悦者其腦伸暢也、悲哀者其腦糾急也（『生性劄記』15、（中略）
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は筆者） 

 

西の理解によれば、「情」は、「脳」という心的作用の生じる「場」の状態如何によって定まる。

また、脳を身体として見るならば、まさに身体的作用に連なるはたらきでもある。事実、「情は宣達

の官を爲し、司出でて、其の統括する所の官、手･足･言語機関･顔容･水血諸溝の五なり」（『生性劄

記』16）とある。「情」は身体作用に連動して生じ、その作用そのものが「意」を起こす契機となる。 

 

今、私が人を罵りその顔を叩いたならば、それは私の行為であり、私の「意」で行ったもので

ある。この罪を「情」のせいにして、これは私の「意」ではないということはできない。この

ことは明確なことである。しかしながら情には輔導する役割があり、主体（心君）をその〔叩

くという〕極限にまで至らせており、情もその責任から逃れることはできない。そしてその補

助輔導の兆しというものは、必ずまず目じりが見ひらく際に顕れていたのである。 

今吾詈人、起而打其面、則吾爲之也、吾意爲之也、不得委罪乎情、曰、是非吾之意也、可以證

矣、然情既居輔導之職、使心君至於此極者、情亦豈得辭其責乎、而其輔導翼成之兆、必先顯乎

目眥決裂之際（『生性劄記』 17） 

 

西は、明らかに、「情」を身体的変化を伴って生じるものとして提示している。別の箇所にも、「今

しばらくは情の単純なるはたらきについて論じる。具体的な事態に従い時々に応じて発現するその

はたらきは、その客観上には、ただその場かぎりの事態があるに過ぎない（今姑就情之單純者而論

之、是從事應時而發顯者、其客觀上唯有一場之事爲耳）」（『生性劄記』 18）とあるが、やはり西は、

「情」を、個別具体的事象に応じて、客観的にも確認し得る一過性の身体的変化を伴って生じる心

的作用として理解していることが分かる。 

かかる理解は、西による「情」観の基本であるように思われる。 

ただし、「情」は客観的具体的に捉え直され得るものではあるが、その人物の主体性そのものでは

ない。自らの原動主体は、あくまでも「意」であり、「情」は、「智」に基づく外界認識を受けて作

用し、それによって「意」の確立を促しているに過ぎない 19。このことは一応踏まえておく必要が

あろう。 

西は伝統的「情」観として、『中庸』の「喜怒哀楽」、『礼記』礼運篇の「喜怒哀懼愛悪欲」、医書

の「喜怒憂思悲恐驚」などを批判的に取りあげている 20。これら諸著においては、西が言うように、

「情」におけるその身体性への視座は希薄であったと言える。 

例えば、『中庸』の原典には、「喜怒哀樂の未だ發せざる、之を「中」と謂う。發して皆な節に中

る、之を「和」と謂う。「中」なる者は、天下の「大本」なり。「和」なる者は、天下の「達道」な

り。「中」「和」を致し、天地焉に位し、萬物焉に育まる」とあるように、身体的変化を伴う概念と

しての規定は全くなされていない。 

そればかりか、朱熹『中庸章句』に至っては、むしろ、この「情」を、次のように本性論中に位

置づけているのである。 

 

「喜怒哀楽」とは、情のことである。「未だ発せざる」とは、性のことである。喜怒哀楽のいず

れにも偏らないので、これを「中」という。「発して皆な節に中る」とは、情が正常に発動する
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ことである。各情それぞれがとり乱れることなく適切にはたらくので、これを「和」という。

「大本」とは、天命として人に賦与されている性のことであり、天下の理は、全てここから生

じている。道の体（すがた）である。「達道」とは、性のままにあることを言う。いつ如何なる

時でもいつ如何なる場所でも必ずこの道に基づいてい行われる。道の用（はたらき）である。

この箇所では性と情という徳（人の持ち前）が説かれており、道がそれらから決して離れるこ

と無く常に在り続けているということを明らかにしている。 

喜･怒･哀･樂、情也。其未發、則性也。無所偏倚。故謂之中。發皆中節、情之正也。無所乖戾。

故謂之和。大本者、天命之性。天下之理皆由此出。道之體也。達道者、循性之謂。天下古今之

所共由、道之用也。此言性情之德、以明道不可離之意。（『中庸章句』 21） 

 

朱子学では、『中庸』本文に示されていた「中」「和」「大本」「達道」を、心性における「性」「情」

の位相において理解し、これを「道」の「体」「用」という観点として整理し位置づけている。伝統

的理解としての「情」は、「道」の分析のなかに位置づけられる概念であったということができるで

あろう。したがって、「情」は、従来具体的に表出される身体的変化とともに論じられてはいなかっ

たと言える。 

西は「今いくつかの情について検討してみると、今に至るまでその精確なる論説は出ていない（今

講究情之數目、古今未見其精確）」（『生性劄記』 22）と言い、その筆頭に『中庸』を挙げている。 

西にとって、本体論を主とする伝統的論説は、「精確」たり得ないものであったことが窺われる。

むしろ実地に確認し理解することのできる具体的な位相に着目することこそが、西にとっての課題

であったと言うことができるであろう。 

まとめにかえて 

次に、西が、人間観に関する伝統思想を如何に理解し、評価していたかといった問題について論

じなければならないが、紙幅が尽きた。論じ切れていない問題については、次なる課題としたい。 

日本において、西が従来の知識人たちと根本的に異なるのは、欧州への留学経験である。16世紀、

明朝に至ったキリスト教宣教師たちが、中国社会に直面し、その無神論世界における「自然」哲学

に驚嘆したように、西にも、類似の体験があったことであろう。 

小論の目的は、西周思想の大枠を明らかにするべく、その言語観から、その論説における力点を

見出し、これを人間観において確認することにあった。西は、人間観に関する語とそれに対応する

概念を捉え直していたのみならず、本来態・現実態といった伝統的儒教的観点を踏襲しながらも、

「現実態」をこそ重要視する力点の置き直しを行っていたと言える。 

人間の実相、社会の実相に基づこうとする西の観点は、彼の訳したルイスの著作によって知り得

たコントの実証哲学の系譜にも連なるものと言えるであろう。西も、西洋哲学的に論考には、従来

のものとは異なる、新鮮なる驚きを感じていたのではないだろうか。 

ただし、西は、これと同時に、自身の著作においては、中国哲学史の脈絡に則して論を立てても

いる。それは、単に、思想史の流れを確認しているのみならず、そこには西独自の思想史解釈が籠

められてもいる。無論、それは、西なりに、西洋哲学的知見をその評価基準に据えてのものであり、

ここにおいてこそ、西周哲学の真面目を窺い知ることができると言える。しかしながら、西は、西
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洋的知見を無批判的に踏襲し、東洋的伝統思想を無碍に断ち切っているわけでもない。西が、実証

性に着目したその大枠は、すでに伝統思想においても問題にされていた領域だったのである。 

西の「捉え直し」は、思想を現実に表現する言語に始まり、人間観の探究にまで及び、本来性へ

の希求から、現実性への直視へと展開している。 

西の人間観をより明らかにするべく、残されている本来態、現実態といった観点に基づく西の理

解を整理してゆきたい。 
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近代の行方と人文知の意義 
――「物理」と「心理」の間―― 

「これからは日本もだんだん発展するでしょう」 

「亡びるね」 

（夏目漱石『三四郎』） 

小路口 聡 

0.はじめに――「皮相上滑りの開化」 

根っからの哲学者広田先生 1の予言にもかかわらず、日本は、幸か不幸か、〈イノベーション〉と

いう名の現代版「皮相上滑りの開化」2によって、その滅亡の時を、先送りしながら、かろうじて存

続し続けてきた。そう、今や、〈イノベーション〉、すなわち、「技術革新」こそが、日本を滅亡から

救う、起死回生の策なのだ。 

吉川洋（マクロ経済学）は、近著『人口と日本経済――長寿、イノベーション、経済成長――』

（中公新書、2016）のなかで、日本は、このまま人口が減少し、労働人口が減り続けて行く中におい

ても、生き延びるためには、依然として「経済成長」が必要であるとした上で、今後、「先進国の経

済成長を牽引するのは、プロダクト・イノベーションである」（p.182）と主張する。 

 

たとえ 21世紀には、先進国で 20世紀に生じたような平均寿命の延長がもはや見られないこと

になるとしても、すでに現実になりつつある超高齢社会において人々が「人間らしく」生きて

いくためには、今なお膨大なプロダクト・イノベーションを必要としている。……超高齢社会

においては、医療・介護は言うまでもなく、住宅、交通、流通、さらに１本の筆記用具から都

市まで、すべて変わらざるをえないからである。それは、好むと好まざるとにかかわらず、経

済成長を通してのみ実現されるものである。逆に、先進国の経済成長を生み出す源泉は、そ

うしたイノベーションである。（同上、p.185） 

 

われわれもまた、こうした意見に対して、やはり漱石がかつて、「現代日本の開化」という有名な

講演の中で語ったように、「併しそれが悪いからお止しなさいと云うのではない。事実已むを得ない、

涙を呑んで上滑りに滑って行かなければならない」（『漱石文明論集』、p.34）と云わざるを得ないのだ

ろうか。 

1.歴史は繰り返す 

明治維新以降の近代化の延長線上にある、今日の社会が抱えている課題――夏目漱石の所謂「開

化のパラドクス」、もしくは、「幸福のパラドクス」（後述）――を、その原点ともいうべき、幕末か

ら明治維新を経て明治の激動期を生き抜いた西周（1829-1897。文政 12 年～ 明治 30 年）が直面し

ていた課題と重ね合わせてみることによって、近代化の問題点と、その行方、そして、今、危機に

瀕しているとも言われる、「人文知」の意義について、思いを寄せてみたい。 
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西周は、東洋の伝統的儒学と西洋の近代科学との出会いと葛藤を、その最先端において、身を以

て生きながら、日本に新たに西洋近代の体系化された知の総体としての「学術」を導入しようとし

た。彼は、江戸から明治への移行期に、自らの私塾において、『百一新論』（慶応３年・1867）と『百

學連環』（明治３年・1870）という二つの講義を行っている。そこで、彼が直面していた課題とは、

一言で言い表すならば、「〈物理〉と〈心理〉の分離と統一」という難題であった。では、それは、

一体いかなる課題であったのか？ 

2.『百一新論』と「哲学」の意義 

まず、西は、『百一新論』において、「諸教」（「人タル道ヲ教フル」神道・仏教・儒教などの「教」

を言う）に含まれる種々の「道理」をきちんと区別して、それらの関係を理解し、それらの目的に

おける「一致」を目指すと述べた上で、「百教」の教える「人ノ人タル道」を示す「道理」にも、「物

理」と「心理」を区別せねばならない、とする。 

西に拠れば、「物理」とは、「天然自然ノ理」「アプリオリと云って先天ノ理」であり、「人間の意

のままにならない」もの、また、「心理」とは、「人間上バカリニ行ナワレル理」、「アポステオリと

云って後天ノ理」であり、「人間の意志によって見出される」ものであった。そして、両者を混同し

て「心力」で「天然物理上の力」を変化させうるように考えるのは誤りであるとして、その代表と

して、「儒学」が批判の俎上に挙げられる。そうした「惑溺」「迷妄」から解放され、自然現象の実

証的理解こそが、「教」に関わる「道理」の理解に大きな意義を持つと言うのである。 

そして、西に拠れば、フィロソフィ（哲学）こそが、「物理」的考察の成果を「心理」に照らし合

わせて「百教一致」の方法となりうる学であった。更に言えば、西にとって「哲学」とは、いわば

「儒学」と「洋学」という形で分立していた知的伝統を統合しうる知的営為であった 3。 

3.『百一新論』における西の「儒学」批判 

さて、『百一新論』における「儒学」観をおさらいしておこう 4。 

 

平常唯理があることとのみを心得て其区別をも知らず、物理と心理とを混同して、果々は人間

の心力で天然の物理上の力をも変化せられる様に心得るは大なる誤ではござるまいか。 5 

 

例えば、おそらくは、西周も幼少の頃から慣れ親しんできた、『中庸章句』に、「中和を致せば、天

地位し、萬物育す」などという思想が念頭に置かれているのだろう。更には、西周は、陽明学を仇

敵のごとく批判していたが、王陽明の「良知」とは、まさに「天を生み、地を生み、鬼神を生み、

万物を生み出す」根源的実在 6であり、王陽明の功夫は、端的に、人心固有の「良知」を「致す（発

揮する）」、この一大事に尽きる。 

次の言葉は、まさに、その陸王学（南宋の陸象山と明の王陽明の学）にターゲットを絞った儒学

批判である。 

 

……程朱などの学は、『大学』の始めに平天下と云ふ語を出したとは違つて、一箇の教門と称し
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てよいでござる、中々夫で天下が治まる事は思ひも寄らぬことでござるが、仕方を少し替へた

ならば人々を説諭する手立にもなるでござらう、夫より陸象山から血筋を引いた陽明に至つて

は、程朱にも輪を掛けた全然たる教門でござって、其知行合一とか良知良能とか、専ら心を師

とするの説がまあどうして治国平天下の用になるでござらうか。（『全集』巻一巻、p.275） 

 

「教門」、すなわち、「人心を治める」道徳と、「治国平天下」の政治とを混同し、万人が、自己の

「良知」や「本心」を発揮しさえすれば、自ずと天下は平らかになるとする、陸王心学の「惑溺」

「迷妄」を批判する。 

4.『百學連環』における「学術」観と「儒学」批判 

次に、『百學連環』 （明治３年・1870）における「学術」観と「儒学」批判について見ていきた

い。ここに所謂「學術」とは、「學」と「術」の二つに分かれ、それぞれ英語で science and artであ

る。 

西によれば、「學」とは、「何事にもあれ、其源由よりして其眞理を知る」ことだとし、儒教の経

典である四書の一つ『大学』に所謂「格物致知」が、それに当たるとし、「物に就て既に其何物たる

ことを充分に知り得る」ことだとする。西が、「物に就いて……」と言う場合、コント流の実証主義

を念頭に置いていたようだ。ここで、西は『大学』の「格物致知」を例に挙げているが、朱子学に

おける「格物」の「物」は、必ずしも主観をできるだけ排除した上に成立する客観的存在者の謂い

ではなかった 7。 

一方、「術」については、「實事上に於て其理を究め、如何にしてか容易く仕遂くへき方便」（『全

集』巻四巻、pp.43-4）であるとする。すなわち、「実理」を運用するための手段である。 

 

また、 

 

凡そ學たるものは唯タ道理を書物上にて知るのミにては更に益なきが故に、皆實際に入るを要

せさるへからす。その實驗に二ツあり。（同上、p.52） 

 

と述べていることからも、西が、「学術」は、あくまで、「実験」を基礎とし、「実際に入る」こと、

すなわち、実証的であるべきだと考えていたことが分かる。 

西は、こうした実証主義の観点から、「儒学」を、次のように批判している。 

 

・儒者たる唯徒らに書籍上の論にして、更に眞理に就くもの鮮しとす。 

・實知なることなくして唯書籍手寄りの學にして、……却て是れ奴隷となり役使せらるるなり。 

・……後チ陽明の如き人ありて、學は實知にあると論説せり、卽ち其説に主心とて學は心を主

とするにありといへり。 

・又云ク、良知良能と、此の如く學は心を主として實知にありと雖も、其知たる五官より發す

る所の知にあらすして、唯己レか善シと知る所を以て推し及ほすか故に、其弊害ある又大な

りとす。 
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・我が大盬平八郎の如きは卽ち其餘派なり。（ 以上、同上、p.55） 

 

こうして西の儒教批判の中身については、以下で、さらに詳述する。 

5.「演繹」と「歸納」 

西は、「学」の方法として、「演繹」と「歸納」の二つがあるとした上で、古来、学と言えば、そ

れは「皆演繹の學」であったとする。所謂「演繹」とは、「唯タ一ツの據ありて、それより萬事を仕

出す」ものであるとし、その欠点は、「終に其郭を脱して卓然たること能は」ざれば、「大概固陋頑

愚に陥る」にあるとする。（以上、同上、p.55） 

「古昔は西洋も皆演繹の學」であったが、「近來は總て歸納の法と一定せり」（同上、p.56）とした

上で、「歸納」法とは、「此眞理を求むるか爲めに物に就て講究し、師に就て見聞し心に信して、動

すへからさる、是其眞理にして是を講究見聞すること」（同上、p.58）だとする。また、「其一ツの眞

理を知るときは事に就て行ふ最も容易なりとす。」（同上、p.58）や、「學者專ら講究し物に就て其理

ヲ極めさるへからす。」（同上、p.59）と言った、一連の言い振りの上に、「歸納」こそが、実証的な

学にふさわしいものであるという西の学術観が窺える。 

こうした「学術」観は、やはり、「儒学」を批判するためのものであった。 

6.再び、西の儒学批判――「演繹の學」の弊害 

西に拠れば、儒学は、「一つの重要な拠り所があって、なんでもかんでもそこから引っ張り出す」

ものであり、「だから、結局、その囲いから飛び出すことが出来ず、見識が狭く、頑迷なために、道

理に暗いという欠点に陥る」（既出。現代語訳。『全集』第四巻、p.55）という批判である。万事万象の

根源としての「太極」の理、あるいは、形而上なる「天理」を説く朱子学や、「良知」こそ天地、万

物を生み出す根源的実在であるとみなす陽明学は、まさに西にとっては、「演繹の學」の典型であっ

た。 

更に、西は、朱子学を、「書籍手寄りの学（書籍だけを手がかりとする学）」であり、それはもは

や「書籍の奴隷」にすぎないとまで言う。また、陽明学については、「心を主（師）と」し、「ただ

自分だけが善いと思い込んでいることを基準に、物事を推しはかっているだけ」の、独善的な学と

批判している。一方で、「（陸象山・王陽明は）独知より入るもの」であれば、朱子のごときものよ

りも、「実地の學問」であるとして、評価している（同上、p.182)。ここに所謂「独知」とは「自意

識」の謂い 8で、「書籍」の「奴隷」と批判された朱子学に対して言われたもので、その主体性・自

主性・能動性を、相対的に評価したものであろう。 

7.「惑溺」と「臆断」 

西は、また「真理の認識を妨げる二つの病」として、「惑溺」と「臆断」の二つを挙げる。ここに

「臆断（prejudice）」とは、「自分流儀に事を決する」ことで、言わば、先入観・偏見の類を謂う。

一方、「惑溺（superstition）」とは、「徒らに事を信する」ことで、言わば、迷信・盲信の類を謂う。
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そして、「其二ツの生する所以は真理を得さるにあるなり」とし、「學の最も忌む所」（同上、p.61）

であると言う。後に見るように、この真理に至る上での二つの病もまた、儒学批判の重要な鍵語と

なる。 

8.negative knowledge と positive knowledge 

更に、西は、knowledge には、negative なるものと positive なるものの二つがあり、「negative 

knowle(d)geなるものは、positiveなるものと相關係して此眞理を知るときは他の眞理にあらさるを

知り、善を知るときは又他の悪を知るか如く、表裏互ニ相係り合ふものにして其裏を知るを言ふな

り」（同上、pp.61-2）と言う。そして、「譬へは釋氏の虚誕なるを知るときは、孔門の實理なるを知

るか如く、其虚たるを一寸知るときは、又其實を一寸知るか如くにして、其力能く並ひ係りてゆく

ものなり」（同上）と言う。 

ここで西は、「釋氏の虚誕」と「孔門の實理」を例に、両者の違いを解説している。これは、まさ

しく朱子学がよく行う、儒教の側に立った仏教批判の言説を踏まえたものであり、当時の知識人た

ちには、こうした仏教批判の知識は、きわめて馴染みのあるものであったと思われる。 

われわれは、この論理を使って、以上の見てきた西の「学術」観を整理しておこう。 

西は、つまり、これまで繰り返し展開してきた儒学批判は、「儒学の虚誕」なるを知ること（negative 

knowledge）」で、「洋学の實理」なることを理解（positive knowledge）することを目指したものであ

った。さらに言えば、従来、主流であった儒学を「虚誕」として断罪することで、洋学の實理へ、

「学術」をシフトしていこうとしたのである。 

その「虚誕」性を断罪する時の鍵語（決めつける言葉）が、先に挙げた「臆断」と「惑溺」であ

る。この二つの言葉を使用して、西周は「儒学」の「虚誕」性を暴こうとしたのである。9それを整

理したものが、次の表である。 

 

儒学の「虚誕」 洋学の「實理」 

「物理」と「心理」の混同 「物理」と「心理」を区別 

「主心」・「師心」 

 

「物に就て講究す」「実事に就いて学ぶ」 

「物に就て其理を極める」 

良知良能は、……唯己レか善シと知る所を以

て推し及ぼす（臆断） 

「実知」 

 

「儒者たる唯徒らに書籍上の論にして、更に

眞理に就くもの鮮な」「書籍の奴隷」 

「実験」 

 
 

すなわち、西は、「心力で天然の物理上の力をも変化せられる様に心得るは大なる誤り」だと、儒

学の「惑溺」を指摘し、「実理」をあきらかにすることの重要性を説いた。また、儒学の「主心」・「師

心」という「惑溺」を指摘し、「物に就て講究す」「実事に就いて学ぶ」「物に就て其理を極める」と

いう実証的な研究、すなわち、「実験」の必要性を説いた。「実験」を通して明らかにされるのが、

「實理」である。また、儒学（主に陽明心学）が重視する根本実在としての「良知良能」は、「唯己

レか善シと知る所を以て推し及ぼす」もの、すなわち、「臆断」に過ぎず、それは「実知」ではない
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とする。また、儒学（朱子学）は、「儒者たる唯徒らに書籍上の論」であり、「眞理に就くもの鮮な

し」と、その「惑溺」を批判し、「実験」の必要性を強調した。 

9.「学術」の効用 

このように、西は、儒学の「虚誕」性を指弾する一方で、真に「学術」、すなわち、「真理を知る」

ことの効用を説くに際しては、儒学の経典中の言葉を使用せざるを得なかった。「学術」の効用とは、

「開物成務」（『易経』繋辞上伝）、「厚生利用」（『書経』大禹謨）、「飽食暖衣逸居」（『孟子』滕文公

上）、「養生喪死而無憾」（『孟子』梁恵王上）、「黎民於変時雍」（『書経』堯典）であるとする。すな

わち、物心両面の生活の向上、すなわち、「豊か」な社会の実現である。 

また、『孟子』滕文公上の、「居天下之廣居、立天下之正位、行天下之大道」を引き、「其大道即ち

真理なるなり」（『全集』第四巻、p.59）と言う。そして、「学術」の目的は、孟子が「富貴不能淫、貧

賤不能移、威武不能屈、此之謂大丈夫」と説いた「大丈夫」になることであると、かつての儒教徒

西周の一面を露呈させる。 

10.「学術」進化の 3 段階説 

西は、「学術」の進化の過程を、オーギュスト・コントの「３段階」説を使って、次のように説明

する。 

 

 ①神学段階（theoligical stage）：神になぞらえる 

 ②空理段階（metaphysical stage）：真偽の確認のできない理屈 

 ③実理段階（positive stage）：術に施して使いこなせる真理 

 

西は、すなわち、様々な「惑溺」や「臆断」から解放されて、「実験」を通して得られた「真理」

を獲得することこそが、真の「学術」であり、その場合、「真理」とは、要するに、「技術」として

利用・適用することのできる「實理」であるということである（同上、p.62）。儒学の「真理」は、

依然として「真偽の確認できない理屈」に「惑溺」しているだけの「臆断」にすぎないと言うので

ある。 

例えば、「雷」を例に述べるなら、まず「神鳴（神の鳴るもの）」、「なるかみ」として認知・説明

されていたのが①の「神学段階」であり、次に、それは、「陰陽の戦ひ」（周公の易理）などといっ

た「真偽の確認のできない」ような理屈で説かれるようになる。すなわち、儒学・朱子学の学説で

ある。これが②の「空理段階」である。その後、③の「実理段階」に至ってはじめて、「電氣（electrical）」

として説かれるようになる。「電気」であることの発見は、同時に、「何時にもあれ望ミに從ひ雷を

發するに至れり」、すなわち、「其眞理を得、而して是を術に施して使ひこなす」ことができるよう

になったということである（同上、pp.62-3）。つまり、それを操作して実用に供することのできる「実

理」こそが、真に「真理」と呼ぶに相応しいものなのである。 
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11.狐狸の虚誕――漢儒朱子の惑溺 

西は、『百学連環』総論「むすび」部分において、漢儒朱子の弊は、「惑溺」を免れないとして、

次のように述べている。 

 

此の心理及ひ物理の二ツを明かに了解し得る者は、古來佛家社家なとの説く所の神力、或は祈

禱力、或は狐狸の虚誕なるものは、總て其理の據る所なきを知るへし。此の説の如きは歐羅巴

中絶へて之なき所なり、然るに漢儒朱子の如きも終に其惑を免かるること能はさるものなり。

（同上、p.69） 

 

ここに来て、儒教は、「狐狸の虚誕」と同列に貶められ、「惑溺」の説として排斥されるまでに至っ

た。 

12.『百學連環』における「學術」の体系 

西周の『百學連環』の目的は、「学術」の体系性を描出することにあった。その際、分類区分をす

る上で採用されたのが、「心理」と「物理」の区分であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西は、上のように、まず学術を普通學［Common Science］と殊別學［Common Science］の二つに分

けた上で、そのうちの殊別學を更に「心理上學［Intellectual Science ］」と「物理上學［Physical science］」

に分ける。これは、現在の大学のカリキュラムにおける「人文科学」と「自然科学」の分類に当た

る。むしろ、その創始者が西であった。 

13.「物理の開化」としての近代 

その上で、「心理と物理とは互に相關渉するものにして敢て分明に辨別なしかたきものとす」とし

た上で、西洋近代においては、「物理の心理に打勝ち得ること甚た大なるに及」んでいる点を指摘し、

普通学 

殊別学 

心理上学 ［Intellectual Science］ 

物理上学 ［Physical science］ 

歴史［History］・地理学［Geography］・文章学［Literature］・ 

数学［Mathematics］ 

神理学［Theology］・哲学［Philosophy］ 

政事学（法学）［Politics,Science of Law］ 

制産学［Political Economy］・計誌学［Statistics］ 

格物学［Physics］・天文学［Astronomy］・化学［Chemistry］ 

造化史［Natural History］ 

［Common Science］ 

［Particular Science］ 
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更には、「物理が大いに開け」た結果、「materiasm（物理家）の説に学は物理にあり」という風潮す

ら生まれて来ているという。西の目に映った「近代」とは、まさに「物理の開化」であった。そう

した趨勢に対して、西は、「甚た沈溺せり所の語」であれば、必ずしも従う必要はなく、むしろ、「若

し心理の學なきときは禮義の道も自から廢するに至るへし」と、「心理の學」の必要不可欠性と、「心

理」による「物理」の管理を強調する。（以上、同上、p.68） 

そして、西は、「物理の開化の効用、心理もまたますます明かとなる」と述べ、その例として、物

理の開化の結果、蒸気船や蒸気車（機関車）が発明されたことで、数百里を隔てて住む父親が、以

前だったら数十日を要して帰省していたものが、たった数日で帰省できるようになったことを挙げ

ている。この利便化、効率化の効果は、何よりも時間短縮として目に見えて明らかになったと見る

（同上、pp.68-9）。 

14.「物理は心理に使役せらるるものなり」 

西は、『百學連環』総論の結びにおいて、「心理は物理に從ふて變易せさるへからさるものなるが

故に、物理は心理よりも學の主として重むすへきものの様に覚へるなり」と言いつつも、同時に、

「然れとも物理を使役するものは心理にして、物理は心理に役使せらるるものなり」（同上、p.69）

と、「心理（上學）」の優越性と、「心理」による「物理」の「使役」を説いていた。 

これは、西が、利便性・効率性を指標とする「豊かな社会」の実現にあたって、「物理」の開化が

有効であることを認めつつも、同時に、その危険性・弊害を鋭く見抜いていたことを意味する。 

ここで注目すべきは、西が、「心理上學」（人文学・文系の知：哲学）は、「物理上學」（自然科学・

理系の知：科学技術）を管理するものとして、人文知を重視していた点である。そして、西は、「哲

学」の役割を、そこ――すなわち、「物理」（科学技術）を管理をすること――に認めていた。 

こうした認識・理解は、きわめて重要である。なぜなら、理系の知の独走は、ともすれば人類を

滅亡に陥れる危険性を孕んでいるからである。それを、より切実なる問題にしたのが、原子爆弾の

製造とその実用化である。先の大戦で、それが実際に使用されることによってもたらされた甚大な

被害は、人類の滅亡（自滅）を、きわめて現実的なものとした。現在、地球上には、２万発の核兵

器があり、その破壊力は、地球 20個分に匹敵すると言われている。そして、東日本大震災における

原発事故は、総理大臣の“under control”という虚偽の発言とは裏腹に、人類がまだ原子力という、と

もすれば地球をも破壊に導きかねない、無尽蔵のエネルギーに対して、それが、現在の科学技術力

を以てしても、依然としてまだ制御不能であることを知らしめることとなった。 

15.夏目漱石の「開化」論、あるいは、「開化のパラドックス」 

冒頭で、まさに「文明開化」の象徴にして、近代化が目指した「効率性」「利便性」の権化ともい

うべき「列車」の中で、広田先生を介して、日本の滅亡を予言した夏目漱石 10は、明治 44年（1911）、

和歌山で行った「現代日本の開化」という有名な講演の中で、「西洋の開化（即ち一般の開化）は内

発的であって、日本の現代の開化は外発的である」とした上で、「現代日本の開化は皮相上滑りの開

化である」と喝破した 11。その上で、漱石は、「開化のパラドックス」説を主張する。 

漱石に拠れば、「開化」とは「人間活力の発現の経路」であるが、そうした活動の種類には二種類
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あり、一つは「積極的のもの」と「消極的のもの」、前者が「活力節約の行動」で、後者が「活力消

耗の趣向」であり、この両者の「入り乱れたる経路」として「開化」というものが出来するとする。 

例えば、面倒を避けたい横着心の発達した便法として、人力車、自転車、電車、自動車、さらに

は飛行器といった多くの文明の利器を生み出したが、その反対に、上記の活力制約のための利器が

あるにしても、「今日は向こうまで歩いていきたい」という「道楽心」「物好き」の発現として行う

「散歩」などが、「活力消耗の部類に属する、積極的な生命の取扱方の一部分」である。 すなわち、 

 

二つの入り乱れたる経路、即ち出来るだけ労力を節約したいという願望から出て来る種々の発

明とか器械力とかいう方面と、出来るだけ気儘に勢力を費やしたいという娯楽の方面、これが

経となり緯となり千変万化錯綜して現今のように混乱した開化という不思議な現象が出来るの

であります。（『漱石文明論集』、p.21） 

 

ところが、かかる開化は、「一種妙なパラドックス」を生み出す、と漱石は言う。所謂「開化のパラ

ドクス」である。 

 

この二種類の活力が上代から今に至る長い時間に工夫し得た結果として昔よりも生活が楽にな

っていなければならないはずであります。けれども実際はどうか？打ち明けて申せば御互の生

活は甚だ苦しい。……否開化が進めば進むほど競争が益劇しくなって生活はいよいよ困難にな

るような気がする。（同上 p.22） 

16.「開化」の病理としての「神経衰弱」 

さらに、漱石は、同時に、こうした日本の「皮相上滑りな開化」は、「必然の結果」として人々を

「神経衰弱」に罹らせると言う。 

 

体力脳力共にわれわれよりも旺盛な西洋人が百年の歳月を費やしたものを、如何に先駆の困難

を勘定に入れないにした所で僅かその半ばに足らぬ歳月で明々地に通過しおわるとしたならば

吾人はこの驚くべき知識の収穫を誇り得ると同時に、一敗また起つ能わざるの神経衰弱に罹っ

て、気息奄々として今や路傍に呻吟しつつあるのは必然の結果として正に起こるべき現象であ

りましょう。（同上、p.35） 

 

これは、国家から近代化の先導役を課された帝国大学教授として漱石自らの経験を語ったものに

他ならなかった。 

17.幸福のパラドックス……物理と心理の乖離 

また、漱石は、「現代日本の開化」の中で、 

  

既に開化というものが如何に進歩しても、案外その開化の賜としてわれわれの受くる安心の度
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は微弱なもので、競争その他からいらいらしなければならない心配を勘定に入れると、吾人の

幸福は野蛮時代とそう変りはなさそうである。（同上、p.36） 

 

と言うように、現代の先進国に共通する課題としての「幸福のパラドクス」* 12という現象と、その

理由についても、すでに指摘していた。 

18.われわれはどこに向かって進もうとしているのだろうか？ 

西周（1829-1897）と夏目漱石（1867-1916）。明治を代表する、この二人の偉人が直面していた課

題――すなわち、「物理と心理の統合」であり、そして、両者の「乖離」がもたらす「幸福のパラド

クス」という課題――は、明治維新以降、一貫して変わることなく、近代化を推し進めてきた日本

だが、その間、何度も、脱近代、ポストモダンが語られてきたにもかかわらず、今日に至っても、

なお尾を引き続けている、極めて現代的課題であると言えるのではなかろうか。それは、すなわち、

われわれがまだ真に近代を越えることができていないことを、近代の負の遺産を解決することがで

きていないことを意味する。 

それにつけても、文明開化の推進者 西周自身は、きわめてバランスの取れた人であったと思われ

る。「物理」の開化に偏向してしまっている、当時の西欧の近代化の風潮をするどく看破し、「若し

心理の學なきときは禮義の道も自から廢するに至るへし」（『全集』４巻、p.68）と述べ、「物理は心理

に使役されるべきである」――理系の知は文系の知によって管理されるべきである――と強く主張

していた。西の中に深く根付いていた「禮義の道」を尊ぶ精神が、「物理の開化」にのみ、ひたすら

邁進して已まない西欧列国の功利主義的な近代化に対するブレーキとなりえたのではなかろうか。

西の中に儒教が尊重して已まなかった「義利の弁」（反功利主義）の思想が、なお息づいているのを

見て取ることが出来る。 

2015 年 6 月、「文科省が大学の文系学部を廃止しようとしている」というニュースが日本中を駆

け巡ったことは、まだ記憶に新しい。その後、室井尚『文系学部解体』（角川新書、2015.12.10発行）、

吉見俊哉『「文系学部廃止」の衝撃』（講談社新書、2016.2.22.発行）といったタイトルの書籍が数多

く出版され、文系学部の「効用」、その復権について議論がなされてきた。西周が『百学連環』の講

義を行った年から 145年、漱石が「現代日本の開化」の講演を行った年から 104年の今日。ふたた

び「物理」（科学技術）の「開化」に邁進し、猫も杓子も〈イノベーション〉という「術」に奔走し、

その返す刀で、「心理」の知（人文知）の非効率性を説いて、それを抑制しようとするわれわれの社

会は、いったい、どこに向かって進もうとしているのだろうか。 

 

＊本稿は、2016年 11月 19日、東洋大学哲学研究センター主催の研究会「江戸期から明治期の日本における 

自然観の変遷について ――儒学と西洋思想の葛藤――」において、「西周の「学術」観――「物理」と「心理」

の間――」という題目で発表したものを大幅に改稿したものである。 
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2 夏目漱石「現代日本の開化」『漱石文明論集』岩波文庫、2015、p.34 
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本当に幸福になるために――生活の豊かさの測り方」勝俣誠/マルク・アランベール編著『脱成長への道』
コモンズ、2011、p.149 
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義と利の葛藤ー功利主義との出会い 

 

吉田 公平 

 

はじめに 「自然」という問いかけ 

わたし達が日常生活の場で何気なくそれこそ「自然」に「自然」という語彙を使用している。無

意識の内に用いている、使用頻度数の高い語彙は、おおむね多義的であることが多い。その一例が

「一」である。漢和辞典の『新字源』は「一」に始まるが、その冒頭で、①ひとつ、②はじめ、③

おなじ、④みな、⑤もっぱら、⑥まこと、⑦もし、⑧あるいは、⑨わずか、⑩いつに、⑪いったい、

なんと。と語義を説明し、２５８の熟語を挙げている。『漢辞海』では、「一」の意味を数詞・動詞・

代名詞・形容詞・副詞・名詞と品詞に分けてより明晰に説明している。 

さて「自然」の「自」について、『新字源』では①みずから。②おのずから。③より（従）。④よ

る（因）⑤もちいる。と説明し、熟語１０３をあげる中で、「自然」について、 

①本来のままで、人工が加わらない狀態、②ありのままで、無理をしないこと、③ひとりでに、④

宇宙、⑤物質とその諸現象。慣用句としての「自然淘汰」「自然之理」「自然法」を挙げている。 

『漢辞海』では、「自」の用例を品詞に分けて説明する。代名詞、みずから。副詞、おのずから。

前置詞、より。動詞、・・・から来る。・・・から始まる。接続詞、もし、いえども。助詞、副詞を

二音節化する接尾語。１０１の熟語を挙げる中で、「自然」について、①人間の力が加わらない、あ

りのままの狀態。天然。②ものの本性。そのものが本来備えている性質。本質。③ひとりでに。お

のずから。ありのままで無理がない。④当然。本来的な。⑤山や川、動植物などの天地のあらゆる

もの。⑥物質とその現象。 

本題である「義と利の葛藤」とは、心外の自然界それ自体にかかわる葛藤ではない。もちろん自

然界にも、その本来性と現実性との葛藤現象はある。しかし、それが人間界との緊張関係から切り

離して、取りあげられるときは、あくまでも自然界のこととして処理される。自然界の葛藤現象が

人間界と緊密に関係する時にはじめて、人間界が如何に立ち向かうかが課題になる。現今の地球温

暖化現象とか地下資源問題とか。 

自然界がそれ自体の自然な展開として現実態を結果しているのであれば、それをありのままに自

然なこととして受容することになる。人為を介入させる賢（さか）しらを知らない「自然な」＝前

文明社会時代であれば、自然人として生活することになる。 

しかし、人類は、自然を開発・開拓することによって所謂農業社会が現出し、備蓄食料を確保す

る知恵と技術を身に付けて文明社会に突入した。人口が増加し、権力機構を編みだし、自然界を収

奪し破壊を繰り返して生産力を揚げ、知恵とと技術を発展させてきた。それを進歩と称して礼賛し

てきた。その最先端が今日の世界である。となると、心外の自然界の「自然さ」の問題ではない。

そうではなくして「心内の自然」言い換えるならば、我々（心）の自然界との立ち向かい方、ある
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いは社会の一員として自分の立ち位置をどのように立ち上げ、社会にどのように働きかけるのが、

人間として「自然なあり方なのか」、そしてその「自然なあり方」が「人間の本来性」の自己実現態

であるというのであれば、「非本来的な姿を取りがちな現実態」を「自然なあり方」に導くことがで

きる、できなければならない、実践倫理を説く場合、その実践する熱源が人間に生得のものとして

備わっているのか。備わっていないとすれば、どのようにして獲得するのか、が問題になる。「自然」

というさりげない熟語ながら、実践倫理学の世界に投げ込むと、古来から倫理学に於て論及されて

きた課題であることが、改めて見えてくる。つまりは「心内の自然」を問い直すことになる。 

「心内の自然」をめぐる論議については、例えば王陽明は「心即理」と提唱した。わたし（心）

自身が真理を創造すると。この場合の理は二字に開けば真理、或いは義理とでもいえよう。この提

言を旨に収めたうえで、義と利の葛藤に立ち向かった場合、「心即理」の意識構造が「心即利」（わ

たし（心）こそが利益を追求する）という構造に考え方の転換を導く契機になりうるのか、或いは

なり得たのか。もし成り得たのであれば、義と利の葛藤は新局面を迎えることになる。 

温暖化現象が自然環境を破壊しているという認識は。農業革命もさることながら、むしろ産業社

会・車社会・冷暖房社会が、熱量の消費量を飛躍的に増加させたことが主因である。国際社会が国

際協調をうたいながらも、世界秩序は国家が単位として運営される中で模索されている。快適な生

活の探求、企業の自己利益追求、国家エゴが渦巻く中で、この難局を見出す事が模索されている。 

正義と利益をめぐる難題である。誰にとっての正義であり、利益なのか。現状を診察して、その

処方箋を如何に描くのか。この問題はいつの時代でも喫緊の課題であった。 

正義と利益をめぐる問題に立ち向かう時に、常に思い起こされた問答がある。それは、中国古代

の戦国時代の遊説家であった孟子が梁恵王と交わした問答である。『孟子』開巻劈頭のやりとりであ

る。 

一 『孟子』の義と利の葛藤 

孟子の生きた戦国時代は文字通り諸国の権力者たちが権謀術策を駆使して領土を拡張し人民を確

保して、天下の覇権を競った時代である。犠牲者は被支配者の人民である。路傍に死者が溢れてい

たと『孟子』に記録されている。戦国時代の物語は勝者に焦点を当てて語られがちであるが、戦争

行為の残虐さを活者蒙るのだが、敗者はより一層深刻である。戦乱に巻き込まれる非戦闘員が最大

の被害者であろう。この時代には製鉄技術が普及して殺傷手段は飛躍的に進歩した。そのおり、石

炭・コークスを用いることを知らなかったから、山林の樹木を切り倒して燃料にして鉄成武器を製

作した。その結果、至る所はげ山がになる。戦争が最大の自然破壊なのである。自然破壊を憂うる

識者が登場する。『孟子』牛山の木の嘆きはその一例であろう。 

戦国時代の権力者は、国力を強化して国益をあげることを最優先課題とした。「民は国の本」とは

民本思想を言うのではない。基幹産業である農業に従事するのは農民＝人民である。戦争に狩り出

されて前線で戦うのも人民である。文字通り「民は国の本」だったのである。つまりは領内の人民

を増加させることが富国強兵の必須条件と云うことになる。孟子が梁の国に遊説したおりに恵王は

次のように孟子に問いかけた。 

千里を遠しとせずに梁の国に遊説しにきた孟子を迎えて恵王は次のように問いかける。 
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 孟子見梁恵王。王曰、叟不遠千里而来。亦将有以利吾国乎。 

 孟子対曰、王何必曰利。亦有仁義而已矣。 

王曰何以利吾国、大夫曰何以利吾家、士庶人曰何以利吾身。上下交征利而国危矣。万乗之国弑

其君者、必千乗之家。千乗之国弑其君者、必百乗之家。 

万取千焉。千取百焉。不為不多矣。苟為後義而先利、不奪不饜。 

未有仁而遺其親者也。未有義而後其君者也。王亦曰仁義而已矣。何必曰利。 

 

孟子がはじめて梁の恵王にお目にかかった。（岩波文庫『孟子』小林勝人訳による） 

王がいわれた。先生に千里もある道をいとわず、はるばるお越しくださったからには、やはり

（ほかの遊説の先生がたのように）わが国に利益を与えてくださるだろうとお考えでしょうな。 

 

この梁の恵王の切り出しについて、金谷治著『孟子』（中国古典選所収。朝日新聞社）は次のよう

に解説する。 

 

孟子の故郷である鄒の国、すなわち今の山東省の鄒県から、梁の国、すなわち今の河南省の開

封府まで、それが彼の旅の最初のコースである。紀元前三二〇年ごろ、梁の恵王の晩年のこと

であった。「叟」というのは「長老の称」とされるから、彼の年配もすでに五十歳を幾つか過ぎ

ていたのであろう。 

ときに、戦国時代の中期、諸国の争いはいよいよ併合統一への機運をはらみ、そのための富国

強兵策がこもごもねられることとなったが、梁の恵王は、中央諸国の諸侯の間では、はじめて

王と名のり、流れ者の遊説家を多く召しかかえた野心家であった。「やはりわが国に利益を与え

てくれるのか。」というものほしげな問い。孟子はそれに対して、自からの道徳主義の立場を敢

然と高唱したのである。「仁義だけが問題です。」若々しい熱情に満ちた調子で、孟子のことば

はさらにつづけられる。 

 

孟子はお答えしていわれた。（岩波文庫『孟子』小林勝人訳による） 

王様は、どうしてそう利益、利益とばかり口になさるのです。（国を治めるのに）大事なのは、

ただ仁義だけです。もしも、王様はどうしたら自分の国に利益になるのか、大夫は大夫でどう

したら自分の家に利益になるのか、役人や庶民もまたどうしたら自分の身に利益になるのかと

ばかりいって、上のものも下のものも、だれもが利益を貪りとることだけしか考えなければ、

国家は必ず滅亡してしまいましょう。 

いったい、万乗の大国でその君を弑めるものがあれば、それは必ず千乗の領地をもらっている

大夫であり、千乗の国でその君を弑めるものがあれば、必ず百乗の領地をもらっている大夫で

あります。 

万乗の国で千乗の領地をもらい、千乗の国で百乗の領地をもらうのは、決して少なくはない厚

禄です。それなのに（彼等が）十分の一ぐらいで満足せず、その君を弑めてまでも（全部を）

奪いとろうとするのは、仁義を無視して利益を第一と考えているからなのです。 

昔から仁に志すもので親をすてさったものは一人もないし、義をわきまえたもので主君をない

がしろにしたものは一人もございません。だから王様、どうかこれからはただ仁義だけをおっ
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しゃってください。どうして利益、利益とばかり口になさるのです。 

 

この孟子の発言について、金谷治著『孟子』（中国古典選。朝日新聞社）は、次のように解説する。 

 

王から大夫、そして士や平民に至るまで、すべての人々が利益に走る国家は、やがて滅亡する、

仁義の徳を重視することこそ、親を愛し君を重んずることで、国家安泰の道だ、と述べた孟子

は、「亦だ仁義をいわんのみ」と再び初めのことばをくりかえして、なににも勝る道徳の重要さ

を強調したのである。 

万乗とか千乗・百乗というのは、それぞれ王（大国）・諸侯（小国）・大夫（家老）をさす。戦

争のばあいに、それぞれの出すべき兵車の数が、資格として定められていたからである。ここ

の文は、下の者が上の者をおかしてゆく下克上のふうをいっているのである。「万に千を取り、

千に百を取る。」十分の一の侵蝕ですら少ないとはいえないのに、利益第一主義では、ついには

君主の地位をも完全に奪い取ることとなるであろう。 

この章は、巻頭のことばとして、まことにふさわしい。功利をしりぞけて仁義の徳によるべき

ことが、力強い調子で述べられるが、それは、そのまま、全篇を一貫する孟子の根本的立場で

あった。「王、何ぞ必ずしも利をいわん。亦だ仁義あるのみ。」仁義だけが問題である。 

 

次いで孟子は梁の恵王との間に交わした問答が四話が続いて記録されている。その趣旨は、仁政

を施し、民と楽しみを共にし、民政に尽力して王道を実践してこそ、民心の帰依を得て国力は増し

天下の王者になれるという大利益を得られるのであり、仁義を無視して利益を得ることを第一義と

するのは結果的に得策ではないと主張する。いかにも開巻劈頭を飾るに相応しい、孟子一流の立論

である。 

小林勝人・金谷治両氏の『孟子』理解は穏当な解釈であるといえる。しかし、是だけの論議であ

れば、『孟子』冒頭に開示された義利をめぐる論議が、物議を醸すことは無かったかも知れない。事

実、中国の儒教思想史上、『孟子』論議が賑やかになるのは北宋時代である。その時は『荀子』との

優劣論という形で論議された。『孟子』の性善説・王道論が正統の位置を盤石にさせたのは朱子の功

績である。朱子の『孟子集注』は極めて挑戦的な試みなのである。冒頭の「王何必曰利。亦有仁義

而已矣」の「仁」と「義」に朱子は次のように註釈した。 

 

仁者、心之徳、愛之理。義者、心之制、事之義也。此二句乃一章之大指、下文乃詳言之。 後

多放此。 

仁とは、心の徳、愛の理。義とは、心の制、事の宜なり。この二句は乃ちこの一章の大 指に

して、下文は乃ちこれを詳言す。後、多むね此に放（なら）う。 

 

孟子が宣言した「仁義のみ」の仁と義とについての朱子のこの註釈は、朱子自身の義利論を象徴

するものである。「仁者、心之徳、愛之理」という表現には朱子の性善説理解が凝縮されて表現され

ている。仁とは心（生身の人間）誰もが先天的に持ち合わせている人間らしく生きる力、道徳力を

いう。それが道理に適う発現をしえた時にはそれは「愛」といわれる。義（社会的正義）とは心（生

身の人間）誰もが(本来持ち合わせている自力で、背理態をしでかすかも知れない「心」を）制御（コ
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ントロール）することであり、そうして始めて「事」（具体的な実践の現場）で宜（道義に適う）こ

とである。と。圏外の説はこの問答の総括である。 

 

此章言仁義根於人心之固有、天理之公也。利心生於物我之相形、人欲之私也。循、、則 不求利

而自無不利。殉人欲、則求利未得而害已随之。所謂毫釐之差、千里之繆。此孟子 之書、所以

造端託始め之深意。学者所宜精察而明辨也。 

此の章は言う。仁義は人心の固有に根ざし、天理の公なり。利心は物我の相形（あらわ）るる

に生じ、人欲の私なり。天理に循へば、則ち利を求めずして自ら利ならざる無し。人欲に殉へ

ば、則ち利を求めて未だ得られずして害已に之に随う。所謂毫釐の差、千里の繆。此れ孟子の

書、端を造り始めを託する所以の深意。学者宜しく精察して明辨すべき所なり。 

 

義＝天理に循えば「事の宜しき」を得て自ずから公利が得られるという立論である。私利の追求は

斥けられるが、公利の追求は「義」に適うこととして肯定されていることに留意しておきたい。 

二 『易経』の利 

もう一つ、義と利の葛藤に関する言説がある。『易』乾卦文言伝にある「利者義之和」（利は義の

和）である。『易』はもと占いの書、術数の書であるが、北宋の程伊川はその『易伝』を著して専ら

「義理」の書とした。乾の卦、乾上乾下に対する文王の卦辞が「元亨利貞」（おおいにとおる、ただ

しきにりあり）。本田済著『易』（中国古典選所収。朝日新聞社）は、程伊川の『易伝』を基調に解

釈する。乾の卦辞である「元亨利貞」について、次のように解説する。 

 

問う人の希望は大いに通るであろう、しかし、問う人の動機が正しくて、正しさが持続される

ことをもって条件とする。この持続ということが大切なので、動機が正しくとも正が持続され

ねば終わりが全うされないのである。 

 

この卦辞について文言伝は次のように云う。 

 

文言曰、元者善之長也。亨者嘉之会也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子体仁、足以 長人。

嘉会足以合礼。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四徳者。故曰、乾元亨利 貞。 

文言に曰く、元は善の長なり。亨は嘉の会なり。利は義の和なり。貞は事の幹なり。君 子は

仁を体すれば、以て人に長たるに足る。会を嘉すれば、以て礼に合うに足る。物を 利すれば、

以て義を和するに足る。貞固なれば、以て事に幹するに足る。君子は此の四 徳を行う者。故

に曰く、乾は元亨利貞、と。 

 

なべて『易』の卦辞は占いのお告げである卦についての簡単な説明である。それを敷衍したのが

彖伝象伝である。それを更に乾坤の二卦に限って説明したのが文言伝である。それでもなお、その

云わんとする所は分明ではない。表現が簡単な所為である。古来『易』の解釈が多岐に分かれる所

以である。『易』は経書の首座を占めていたから、その解釈史は広大無量である。本田済著『易』の
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説明を借りることにする。 

 

文言伝は乾坤二卦について、彖伝象伝の意図を敷衍してさらに布衍説明する。最初は四徳につ

いての分析である。 

元は天の物を生々する始めであった。季節でいえば春。人間の徳でいえば仁にあたる。仁は人

を愛することであるから。善の最高である。されば、元は善の長という。・・・。 

亨は生意の流通拡散する時、草木の美しく茂る時。夏にあたる。人においては礼（体仁関係の

美的規制）。そこで嘉の会ー美なるものの集まる時ーという。 

利は生育の遂げられる時。物みなその宜しきを得て、たがいに妨げることがない。季節でいえ

ば秋。人においては義。義は厳しく私情を絶ち切るところがあり、草木の葉を落とす秋と感覚

的に一致する。義の道徳は、その厳しさの故に、あるいは和を傷つけはせぬかという恐れがあ

るが、物みなところを得ていれば、義であって且つ和することができる。義の和した狀態が、

とりもなおさず利である。 

最後の貞は、生々の完成、みのりの時。冬である。人の徳でいえば智。その冷たさは冬の感覚

だから。智はものごとの根幹である。故に事の幹という。 

君子が仁を身につけるならば、万物その愛に包まれる故に人の上に立つに足りる。君子がすべ

ての嘉（よ）きものを一堂に会せしめるならば、立ち居ふるまい礼に合わぬものはないであろ

う。君子が万物をして、その利益とするところを得しめるならば、義にかないつつ和合しうる

であろう。君子がその智によって正のありかを知り、しかも正を固守するならば、事の根幹と

なるに足りよう。すぐれて健（＝乾）なる徳をそなえた君子だけが、この四徳を行いうる。故

に「乾は元亨利貞」という。 

 

乾卦文言伝は冒頭の一文に続けて次のように言う。 

 

君子、体仁足以長人。嘉会足以合礼。利物足以和義。貞固足以幹事。 

君子は仁を体して以て人に長たるに足る。会を嘉みして以て礼に合うに足る。物を利して以て

義に和するに足る。貞固にして以て事を幹するに足る。 

 

もと占卜（占い）の書であった『易経』の文章はわかりにくいのであるが、朱子の『易本義』は次

のように註釈する。 

 

以仁為体、則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所会、則無不合礼。使物各得其利。則義

无不和。貞固者、知正之所在、而固守之。所謂知而弗去者也。故足以為事之幹。 

仁を以て体と為せば、則ち一物として所愛の中に在らざるは无し。故に以て人に長たるに足る。

その会する所を嘉みすれば、則ち礼に合はざるは無し。物をして各々その利を得しむれば、則

ち義は和せざるは无し。貞固なる者は正の所在を知りて、之を固守す。所謂知りて去らざる者

なり。故に以て事の幹を為すに足る。 

 

仁義礼智の四徳を渾然一体のものとして実践すれば、義利は調和するという。 
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『易』を予言の書と解釈するのを術数の『易』解釈という。程伊川の『易』解釈を義理『易』と

いうのは、予言の書と解釈することを忌避して、とことん道徳律の書と解釈しているからである。

「利は義の和」という言説について易学に精通した本田済氏の義利易に徹した解説は親切である。 

「義にかないつつ和合しうる」ということに関して『論語』子路篇の「君子和而不同。小人同而

不和。」（君子は和して同ぜず。小人は同じて和せず）を参照して説明を補いたい。同とは自他が一

つの原理に同一化すること。和とは自他の違いを違いのままに許容すること。君子は違いは違いの

ままに認知して、自己の主張を他者に強制しないし、他者の主張が自己の主張と違うからといって

排斥しないこと。この「和して同ぜず」を援用して「利は義の和」を解釈すると、義＝正義をお互

いに主張しあうこと、自己の主張と違うからといって排除しないこと（和）が、結局は大きな利益

を生むと。 

義と利の葛藤については、『孟子』の義利分別論と『易』の義利調和論の二つがあり、この両論が

後の義利論に大きな影響を与えることになる。 

三 董仲舒「天人三策」 

義利をめぐる立論は賑やかであるが、朱子の『白鹿洞書院掲示』にも引用された董仲舒（BC１７

９－１０４）の義利論について一言しておきたい。 

『漢書』巻五十六、董仲舒伝に興味深い言説がある。董仲舒は対策を上奏した後に、武帝から江

都の相に任ぜられて武帝の兄である易王に事える事になる。易王は粤王勾践が呉王を亡ぼしたこと

について下問した。董仲舒の発言の最後を次のように記している。 

 

粤本無一仁。夫仁人者、正其誼、不謀其利。明其道不計其功。是以仲尼之門、五尺之童羞称五

伯。為其先詐力而後仁誼也。苟為詐而已。故不足称於大君子之門也。五伯比於他諸侯為賢。其

比三王、猶武夫之与美玉也。王曰、善。 

（應邵曰、武夫、石而似玉者也。）。 

粤は本もと一仁無し。夫れ仁なる人は、其の誼を謀りて、其の利を計らず。其の道を明らかに

して、其の功を計らず。是を以て仲尼の門は、五尺の童すら五伯を称するを羞ず。其の詐力を

先にして仁誼を後にすればなり。苟も詐を為す而已。故に大君子の門に称するに足らざる也。

五伯は他の諸侯に比ぶれば賢為り。其の三王に比ぶれば、猶ほ武夫の美玉とのごとき也、と。

王曰く善しと。 

 

董仲舒の義利論は分別論である。この言説で注目されるのは、道（道義）と功（功績・成果）と

をも分別する立論を展開していることである。義と利、道と功を分別する立論が、朱子にそのまま

継承される。 

四 朱子の「白鹿洞書院掲示」 

朱子の「白鹿洞書院掲示」は「白鹿洞書院学規」とも称される。この「白鹿洞書院掲示」が作成

された経緯については省略して、すぐに本文を紹介することにする。全て五条に集約して最後に朱
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子の言説が示されている。 

 

○父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。 

父子に親有り。君臣に義有り。夫婦に別有り。長幼に序有り。朋友に信あり。 

右五教之目、尭舜使契為司徒、敬敷五教。即此是也。学者学此而已。而其所以学之之序、亦有

五焉。其別如左。 

右の五教の目、尭舜は契を使て司徒為らしめ、敬しみて五教を敷かしむ。即ち此の是也。学者

は此を学ぶ而已矣。而して之を学ぶ所以の序も、亦五有り焉。其の別左の如し。 

○博学之。審問之。明辨之。慎思之。篤行之。 

博く之を学ぶ。審びらかに之を問う。明らかに之を辨ず。慎みて之を思う。篤く之を行う。 

右為学之序。學問思辨四者、所以窮理也。若夫篤行之事、則自修身以至于処事接物、亦各有要。

其別如左。 

右は為学の序。學問思辨の四者は、理を窮むる所以なり。夫の篤く行うの事の若きは、則ち修

身自り以て処事接物に至るも、亦各々要有り。其の別は左の如し。 

○言忠信。行篤敬。懲忿窒慾。遷善改過。右修身之要。 

言は忠信。行は篤敬。忿を懲らし慾を塞ぐ。善に遷り過を改む。右は修身の要。 

○正其誼、不謀其利。明其道、不計其功。右処事之要。 

其の誼を正して、其の利を謀らず。其の道を明らかにして、其の功を計らず。右は事に処する

の要。 

○己所不欲、勿施于人。行有不得、反求諸己。右接物之要。 

己の欲せざる所、人に施す勿れ。行いに得ざる有れば、反りみ諸を己に求めよ。右は物を接び

くの要。 

 

以上の五条は、すべて経書の文言を踏まえた「述べて作らず」という姿勢である。 

物とは他者のこと。接は接導。みちびくの意。事とは他者に働きかけること。朱子の実践倫理学

の基本構造が見事に浸透している掲示である。第四条が義利分別論である。董仲舒伝の文言がその

まま引用されている。 

以下に示す朱子の附言（跋）は長文なので、行論の便宜上、五節に分けて書き下し文を施した。

各条毎に趣旨を説明した。 

 

①熹窃観古昔聖賢所以教人為学之意。莫非使之講明義理、以修其身、然後推以及人。非徒欲其

務記覧為詞章、以釣声名取利録而已也。 

熹（朱子）窃かに観る。古昔の聖賢の人をして学を為さしむる所以の意は、之をして義理を

講明して、以て其の身を修め、然る後に推して以て人に及ばしむるに非ざる莫し。徒らに其

の記覧を務め詞章を為し、以て声名を釣り利録を取るを欲するに非ざる而已矣。 

学ぶことの目的を述べる。先ずは人格を陶冶して其の上で他者に働きかけること。記憶し

名文を書いて世俗から称賛されたり、卦きぃおに合格して利益高禄を得ることが目的では

ないと。 
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②今人之為学者、則既反是矣。然聖賢所以教人之法、具存於経。有志之士、固当熟読深思而問

辨之。 

今人の学を為す者は、則ち既に是に反（そむ）く矣。然れども聖賢の人に教ふる所以の法は、

具（つぶさ）に経に存す。有志の士は、固に当に之を熟読深思して問辨すべし。 

しかるに今日の学ぶ者はあまりにも本来の姿から逸脱していると強く慨嘆し警告してい

る。人格の陶冶を忘れた、利益第一主義の学びを朱子は「俗学」と酷評した。 

 

③苟知其理之当然、而責其身以必然、則夫規矩禁防之具、豈待他人設之、而後有所持循哉。 

苟も其の理の当然を知りて、而して其の身を責めて以て必然とすれば、則ち夫の規矩禁防の

具は、豈他人の之を設けるを待ちて、而る後に持循する所有らんや。 

この第三条は興味深い。「規矩禁防の具」を他者が準備して呉れるのを待つのではなくし

て、自前で心得よという。自力主義である。そのように言いながら、朱子がこの「掲示」

を敢えて示すのは、自己矛盾である。苦衷の策なのである。原理的には自力主義を保持し

ながらも、学者（学生）たちが学ぶのは、先ずは科挙に合格することが第一の目的であっ

た。この学生たちに課せられている現実を無視して本来的理想論を述べるだけでは、空論

に終わる。理（義理・ことわり）をしかとわきまえてそれを我が身に引き受け為され。自

力で理義をわきまえさえすれば、他者が用意する「規矩禁防の具」は不必要であると。だ

から、この「掲示」は学者が俗学に堕落するのを防ぐ「規矩禁防の具」なのではなくして、

あくまでも各自が自力で学ぶ志（意識）を覚醒し、それを維持することを促しものである

ことを婉曲に述べているである。 

 

④近世於学有規。其待学者為已浅矣。而其為法、又未必古人之意也。故今不復以施於此堂而特

取。 

近世、学に於て規有り。その学者に待つこと已に浅し矣。而も其の法為るや、又未だ必ずし

も古人の意ならざる也。故に今は復は以て此の堂に施して而して特に取らず。 

朱子の時代には各地に書院が設立されて、学規が掲示されていたが、其れ等は朱子にいわ

せれば、学びの本義にほど遠いので、この「掲示」を示すのだという。 

 

⑤凡聖賢所以教人為学之大端、條列如右。而掲之楣間。諸君其相与講明遵守、而責之於身焉。

則思慮云為之際、其所以戒謹而恐懼者、必有厳於彼者矣。其有不然、而或出於此言之所棄、

則彼所謂規者、必将取之。固不得而略也。諸君其亦念之哉。 

凡そ聖賢の人に教し所以の為学の大端は、條列せば模擬の如し。而して之を楣の間に掲ぐ。

諸君は其れ相与に講明遵守して、而して之を身に責めよ焉。則ち夫れ思慮云為の際、其の戒

謹して恐懼する所以の者は、必ず彼より厳しい者有り矣。其れ然らざる有れば、而れば或は

此の言の棄る所に出でて、則ち彼の所謂規なる者必ず将に之を取らんとせば、固より得て略

せざる也。諸君其れ亦之を念ずる哉。 

朱子の老婆心が如実に表れている文面である。ともかくも義理を講明して遵守して、それ

を我が身の上に引き受けることを重ねて忠告する。これを忘却すると元の木阿弥に後退す

るからである。 
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科挙に合格する爲の受験勉強（挙業）を「私利を自己目的化した学び」＝俗学として非難。→そ

れが利益追求一般を否定したものと理解される傾向が強かった。朱子その人の主張とは距離がある。

公共的利益＝公益追求としての利益は否定していない。 

五 事功派との論争。成果主義との対決。 

葉適（水心）１１５０－１２２３、浙江省永嘉の人。 

陳亮（同甫）１１４３－１１９４。浙江省永康の人。 

道義・義理に叶うことよりも、功績・実績を挙げることを重視。漢武帝・唐・太宗を高く評価する。

歴史主義とも。 

馮道。五代の人。人民の幸福を願って次々と事える皇帝を替えた。李卓吾『蔵書』で馮道を高く評

価する。 

清朝、『貳臣伝』。明朝の臣下でありながら、明朝滅亡後に清朝に使臣した士大夫達をを酷評した書

物。 

中華民国の官僚だった者は中華人民共和国時代には「黒い人」と糾弾された。特に文革期。朱子学

が制度の中に取り込まれたときには、「正義・義理・義」を一義的に強く要請する。 

その人物が築いた成果は二の次にされて道義的視点から糾弾される。 

朝鮮王朝では特に鮮烈。権力闘争は成果主義ではなく、「義」をめぐる党争の激化。 

（パク・クネ大統領の糾弾。これまでの功績は全く無視される。） 

六 日本のおける義理と利の葛藤 

１８世紀前半に徂徠学が盛行する。徂徠学の特色は政治的成果主義を重視して、義理は二の次に

されるところにある。そのために韓非子の亜流だと酷評されることもあった。もう一つ、徂徠学の

特色は、朱子学・陽明学が修己・治人を二焦点とする思惟構造と比較すると、治人に重点が置かれ、

修己（性善説を基礎にした、言い換えるならば「義理」に根ざした生き方、実践論）が蔑ろにされ

たところにある。徂徠学が盛行する中で、朱子学・陽明学を主唱した所謂新儒教を善しとする儒学

者は自らの信念に微動だも疑念を懐かなかった。１７９０年、朱子学者たちの巻き返しが寛政異学

の禁という形を取る。時流が朱子学に加担するのは、単に徳川幕府の文教政策が後押ししたという

ことばかりではない。徂徠学そのものが「個々人が如何に生きるか｣という課題に応答していなかっ

たことが、朱子学に主導権を譲り渡す結果をもたらした。陽明学も朱子学と伴奏する。 

寛政異学の禁以後、特に１９世紀に藩校が整備され朱子学が推奨されると、「白鹿洞書院掲示」は

広く読まれる。日本では科挙制度は実施されなかったので、科挙に合格して「私利」を肥やす道は

無かった。勢い「白鹿洞書院掲示」の「利を計らず」という項目は、利益追求一般を否定するもの

と受け止められる傾向が強かった。 

その中にあって、熊沢蕃山が特異な義利論を展開しているので紹介しておきたい。 

熊沢蕃山（（１６１９－１６９１）は中江藤樹に学んで心学に開眼したので、陽明学者に分類され

る。しかし、蕃山自身は中江藤樹の心学の継承者とみられることに強い違和感を覚えていた。それ
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を象徴する言説を紹介することにする。 

 

問。先生の論は陽明子の伝に似たり。朱子・王子格致にをいては、黒白のたがひあることは、

いかが。 

答。愚は朱子にもとらず。陽明にもとらず。ただ古の聖人に取て用ひ侍るなり。道統の伝のよ

り来ること、朱王共に同じ。其言は時によって発する成べし。其真にをいては、符節を合せ

たるがごとし。 

又朱王とても各別にあらず。朱子は時の弊をたむべきがために、理を窮め惑を辨るの上に重

し。自反慎独の功なきにあらず。王子も時の弊によって自反慎独の功に重し。窮理の学なき

にあらず。 

愚拙自反慎独の功の、内に向て受用と成事は、陽明の良智の発起に取り、惑を辨るの事は朱

子窮理の学により侍り。朱王の世、学者のまどひ異なり。地を易ば同じかるべし。（以下省略。

集義和書巻五。第一冊１８５頁。１４４番）。 

 

この言説は熊沢蕃山の時処位論が下敷きにある。この時処位論は実は中江藤樹の持論であった。

それを継承して、朱子も王陽明も、そして自分も時弊に即応した立論であったことを力説する。こ

の言説で「自反慎独」が述べられていることに特に留意されたい。徂徠学が欠落させていた修己論

の骨格として主張されているのである。熊沢蕃山は既成の学派の枠組みにはめ込まれて理解される

ことを強く忌避した発言である。 

しかし、世間では中江藤樹の門人という視点で理解されることが多かったようである。 

 

心友問。先生は先師中江氏の言を用ひずして、自の是を立給へるは、高慢也と申者あり。 

云。予が先師に受て、たがはざるものは、実義也。学術言行の未熟なると、時処位に応ずると

は、日をかさねて熟し、時に当て変通すべし。予が後の人も、又予が学の未熟を補ひ、予が言

行の後の時に不叶をばあらたむべし。大道の実義にをいては、先師と一毛もたがふ事あたはず。

予が後の人も、亦同じ。其変に通じて民人うむことなきの知もひとし。言行ノ跡の不同を見て、

同異を争ふは、道を知ざるなり。（集義和書巻九。第一冊３４１頁。２５４３番） 

 

熊沢蕃山の本領が如実に表白された言説である。先師の「跡」を模倣するのが善き弟子なのでは

ない。先師の「実義」をよく噛みしめて、先師の「跡」が時処位に叶わないのであれば、ぜひとも

変通するのが、道統の継承者なのである。その意味では熊沢蕃山は中江藤樹の「忠臣」であった。

経世論を積極的に展開しなかった藤樹心学の狭さを痛感して、熊沢蕃山は時処位論に基づいた独自

の経世論を展開した。喜多方の藤樹心学派の人達は、熊沢蕃山は師学に叛いた卑劣漢と酷評された。

この熊沢蕃山に興味深い宜利論がある。 

 

心友問。世間に義理順義といへるは皆利なり。さし当る公界の音信往来振舞等をいへり。是を

なさでは忽世間の名利を失て身に害あり。これをつとむるを以て義理をかかずと思へるは、あ

やまれり。是はなさでは不叶公役のごときか。 
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日常の世俗的付き合いの場で「義理をかかず」というのは、当節の名利に囚われた偽の「義理」

に過ぎないのではないか。この問いを全面的に肯定する。そして次のように云う。 

 

心の仁義に本づきて不忍の本心よりなせる義理なれば、人にたのもしと思はれ、仁者のほまれ

あるは、くちせぬ名なり。眼前の利にはあらざれど、天道の冥加に叶ひ、末のさかへ久しきは、

義を和するの利なり。・・・。心身家国天下、共に幸福は仁義にしくはなし。とりわき人に君た

る人、義理の実なければ、衆の心そむき離れ、利を好むの小人のみ近付て、国家のほろぶる事、

日をかぞへて待べし。（集義和書巻十五。第一冊４１９頁。３４０番） 

 

心の仁義より発する営為は、眼前の利とは異なり、それは「義を和するの利」であり、万人に幸

福をもたらす「利」であることを云う。ここに『易』の「利とは義の和」が活かされている。熊沢

蕃山は併せて董仲舒の義利論については次のように述べている。 

 

学友問。学士当下一念といへり。然れ共孔子は遠き慮なければ、必ず近き憂有との給へり。 

云。当下一念の語は、異学に似たり。しかれどもとり用ひやうあるべし。董子云。仁人は其義

を正して其利をはからず。其道を明かにして其功をはからずと。先学皆称美せり。当下一念と

いふ共可也。又孔子の遠き慮との給へるは、則当下に思ひはかるべきの遠慮也。 

 

「当下一念」とは現在唯今に思い計れ、というほどの意味である。王陽明派下の王龍渓などに頻

出する用語である。「異学に似たり」というのは、禅録に頻出することを踏まえての表現である。董

仲舒の義利論が「当下一念」のこととして承知されていることに注意されたい。孔子の「遠慮」も

「当下一念」としての緊迫した「遠慮」であるという。義と利の葛藤をめぐる論調が決して一様で

はなかったことを理解されたい。 

七 大橋訥菴の義利論ー『闢邪小言』ー 

大橋訥菴（１８１６－１８６２）は幕末期に活躍した儒學者である。初め陽明学を学んだが後に

朱子学に転向した。彼の主著は『闢邪小言』（１８４７年安政４年刊行。である。 

大橋訥菴の遺文は平泉澄・寺田剛共編『大橋訥菴全集』（至文堂。１９３６）に収められており、

その伝記として寺田剛著『大橋訥菴伝』（至文堂。１９３６）がある。研究書としては小池喜明著『大

橋訥菴ー日本「商人国」批判と攘夷論ー』（ペリカン社。１９９９年）があり、本稿が取り上げてい

る義と利との葛藤について、多角的に論究している。また論文としては福田殖著「大橋訥菴の『闢

邪小言』について」（科研費報告書。１９９３年。今『福田殖著作選』Ⅱ。研文出版。２０１６年）

に収められている。 

大橋訥菴が『闢邪小言』で開示した義利論を根柢に据えた西洋夷狄論については、今は立ち入ら

ない。昌平坂学問所の門生で大橋訥菴の薫陶を受けた者は少なくない。聡明明辨の人であった大橋

訥菴に牽かれた若き人士としては、平野国臣、吉村秋陽、楠本端山、楠本碩水兄弟などががいる。

大橋訥菴が小塚原で刑死した頼三樹三郎の死体を埋葬する事件の後には、門生の多くは大橋訥菴に

距離を置くようになる。それは義利論絡みの華夷論に立脚する出処進退論に対する批判という形を

172　　�義と利の葛藤―功利主義との出会い



 

 

とる。この大橋訥菴の頼三樹三郎事件に関する当時の識者たちのやりとりの一端は、『幕末維新陽明

学者書簡集』『幕末維新朱子学者書簡集』の随処に見る事が出来る。論難が渦巻く中で、大箸訥菴の

立論を祖述した人物がいる。それが並木栗水である。 

並木栗水（１８２９－１９１４）は、大橋訥菴の義利分離論を師以上に硬直した形で展開した人

物であるが、この並木栗水と大橋訥菴の同門であった楠本碩水（１８３３－１９１６）との間で、

義利分離論をめぐる書簡の応酬をしている。それは今は『幕末維新朱子学者書簡集』（明徳出版社。

１９７５年）に収められている。 

楠本碩水は並木栗水に宛てて次のように云う。五節に分けて紹介することにする。 

 

①（『闢邪小言』は）蓋先生（大橋訥菴）四十以前之作、而非晩年之定論也。至義精仁熟、則意

思気象自不如此。 

この楠本碩水の云い振りは面白い。『闢邪小言』は大橋訥菴の中年未定論であって、晩年

定論ではないと。大橋訥菴が『闢邪小言』を著したのは３８歳。嘉永六年のことである。

晩年の立論は『闢邪小言』とは「意思気象」が異なっているという。王陽明は『朱子晩年

定論』を著して、世間通行の「朱子学」は彼の中年未定論であり、朱子が晩年に自らの「中

年未定論」を悔悟した、その基本的方向性は王陽明自身の心学論戦に同調するものであっ

たと主張した。楠本碩水はこの中年未定論・晩年定論という他者理解の視点を活用して、

並木栗水を批判していることになる。た 

 

②且此論ハ有為無為之処ヲ論ラレル事ニテ、利ノ利タル所以ノ所謂義之和也モノニ論及セザレ

ハ、第二義ノ利ヲ求ル心ヲ以テ、其末流ニ就テ云モノニテ、利心ノ事也。 

この節はこのままではわかりにくい。朱子の義利論は有為・無為の両視点から考察するこ

とが肝腎であることを指摘する。有為とは自覚的に義利の弁別を把握して実践すること。

無為とは自覚を待たず、無意識のままに本来性の発現として、その意味では「自然に」義

利を弁別して実践すること、実践できること。『易経』の「利ノ利タル所以ノ所謂義之和」

を欠落させて、「末流ノ」「第二義」の利のみを取り上げて義利論を展開するのは、朱子の

義利論の本義を忘れているというのである。痛烈な批判である。 

 

③弟（楠本碩水）ノ利ハ、アタマカラ悪シキモノニ非スト云フハ、利ノ字ノ本義ヲ以テ云フ事

ニテ、即チ第一義ヲ云フモノ也。利ヲ求ルノ心ヲ以テ云ヘハ、高説ト異ナル事ナシ。 

高説ハ第二義ノ利ヲ求ル私心を以テ云フモノユヘ、弟ノ利ノ本義ニ論及スルモノト強テ合セ

ントスルユヘ、異同アル事を免レズト存候。 

この節は第二節の布衍である。 

 

④先ツ利ノ字ノ本義ヲ知得テ、然ル後ニ利ヲ求ルノ私心ニ説キ至ルヘキ事也。アタマカラ悪シ

キモノト云テハ、本義ニ明カナラザルニ似タリ。コレソノ喋々ヲ来ス所以ナリ。 

何故、並木栗水の義利論が論難されるのか。それは「利」の本義を把握せずに、「私心」

の位相における義利論に終始しているからに他ならない。そのために「利」を求めること

自体を丸ごと全面否定してしまうという狭量に陥って仕舞うと忠告することになる。 
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⑤且又前書ニ凡ソ義ノ字、心ヲ以テ言フアリ。事ヲ以テ言フアリ。所謂心之制、事之宜コレナ

リト。此高説ハ義利辯ナキノミナラズ、朱子ノ心之制、事之宜ノ一語ニ於テモ、其解ヲ得ザ

ルモノニ似タリ。 

ここで楠本碩水は並木栗水が義利論を理解していないばかりではない。朱子がいう「心之

制、事之宜」という文言についても理解ができていないと、楠本碩水は追い打ちを架ける。 

「心之制、事之宜」は先に見た『孟子』冒頭の梁恵王と孟子の義利問答に対する朱子の註釈であ

る。朱子は「人欲の私」の表れである私利は斥けている者の、天理に循がう公利は肯定している。

並木栗水が頭から「利」を求めることを丸ごと悪しきことであると理解しているのは、あまりにも

浅薄な朱子学理解であると批判するのである。 

大橋訥菴・並木栗水・楠本碩水の論議を媒介することにより、『易経』の「利は義の和」と『孟子』

冒頭の仁義論に展開されている義利論を垣間見ることにより、大橋訥菴・並木栗水の師弟は、朱子

の本義を忘れて末義に拘る理解を示していたことが歴然としている。大橋訥菴の『闢邪小言』が幕

末期の志士の間に博く読まれたことが働いてか、朱子学は利益追求を否定する思想であるという理

解が行き渡ったが、静かに思索する人々の間では、朱子の本義はよく会得されていた節がみられる

が、少数派であったか。 

八 明治期の義利論の展開 素描 

本来、明治期の義利論を紹介することが課せられた責務であるが、資料整理が不十分なために、

論旨を的確に開示できないので、今は、見通しを述べて、寛恕を乞うことにしたい。 

幕末維新期に諸外国との通商条約を締結することになり、夷狄の商人と貿易を交わし利益を揚げ

ることが急務となった。尊王攘夷を主張する者は、頑なに商人国に陥落することを拒否したが、明

治期に文明開化が謡われると、彼等の大方は転向する。それに輪を掛けたのが西洋の功利主義の論

調である。一つはジョン・スチュアート・ミルの『利学正宗』である。もう一つはスマイルスの『西

国立志編』である。それに拍車をかけたのが福沢諭吉の『西洋事情』『学問ノススメ』『文明論之概

略』などである。其の外に西学の翻訳書が夥しく刊行された。近代化・富国強兵が国策として推進

されたから、今更、大橋訥菴流の商人国批判は景が薄くなった。それでいながら、儒學、特に朱子

の『白鹿洞書院掲示』に見られた「利を謀らず」という思考が、儒學者の意識をなかなか一新させ

なかった。 

そこに風穴を開けた一人が三島毅である。三島毅の義利論はその「義利合一論」に吐露されてい

る。明治政府に出仕して顕官となったという事蹟が三島の意識を一新させたともいえるが、その素

地を培ったものの一つが、その師山田方谷（１８０５－１８７７）の気生理（気は理を生ずる）説

である。この「気生理」説は『師門問辨録』に開示されている。これは王陽明の心即理を言い換え

た表現である。主体者である「心」を身体性に置き換えて「気」と措定した。抽象性・背理性が付

きまとう「心」という措辞を回避して、主体者を、今、此処に、身体的存在として実在する、他で

もない此の人こそが「理」を創造すると。この主体者は今や、朱子学が高唱した「利を謀らず」と

いうドグマに囚われることはない。その基盤の上に「義利合一論」が主張された。この三島毅の「義

利合一論」に刃向かった一人が、またしても並木栗水であった。三島毅は陽明学者、楠本碩水は朱
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子学。共に末義の私利に拘泥する並木栗水の対局に位置することは興味深い。言い換えるならば、

三島毅の「義利合一論」は朱子の義利論の本議を発展させた立論であったといっても過言ではない。

山田方谷晩年の弟子である岡本巍に「気運論」があるが、この気運は実践論では無くして社会認識

論である。貝原益軒は「気運漸開論」を述べていたが、岡本巍の「気運論」はこの気運漸開論の新

展開とでも言えようか。既成の定理に拘束されることを嫌った立論である。 

同時代の経済人に渋沢栄一がいる。この人の「論語と算盤」は著名である。『論語』には金儲けを

してはいけないと書いていない。と。 

しかし、明治大正の時代、功利主義＝利益追求を批判する論調が儒学者の間に基層低音として根

強くあった。その論調は、例えば東澤瀉が主幹した『陽明学』紙上で展開されている。以上の課題

については改めて論究することにしたい。 
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ゲーテ色彩論の特徴的主題 

 

畑  一成 

 

1．色彩研究の端緒 

イギリスの若い貴族たちがフランスやイタリア、スイスなどを数年かけて旅するグランド・ツア

ーで度々転向的な経験を得たのと似て、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテもイタリア旅行

で鮮烈で革新的な経験を得ている。彼は、イタリアで自身の植物形態学の要となる原植物の着想を

得、後にヴァイマール古典主義のモチーフとして展開する様々な芸術を実見した。その旅行で学術

的かつ芸術的経験を経たおよそ 3年後の 1791年 5月に、ゲーテはあるプリズム実験を行っている 1。

彼の『色彩論のために』に収められている「著者の告白」の章で語るところによると、彼はプリズ

ムを通して白い壁を見、壁に反射された光が虹のように分光されて現れてくるのを観察しようとし

ていた。しかし期待した虹状スペクトルは現れず、彼が見たのは思いがけなくただの白い壁であっ

た。鮮やかな多色の分光を探そうと、そのまま辺りを見渡す。そうすると窓の桟や壁と家具の縁に

色彩が浮かんだでいるのが見出される。桟や縁は光と影の境界を形作っており、色彩はその境界に

現れている。色彩が現れるためには境界が必要ではないか。光だけではなく闇も。ゲーテはその瞬

間、「ニュートンの学説は間違っている」(WA II, 4, S. 295)ととっさに叫んだという。

この瞬間は、同時にゲーテの色彩に関する学的な研究の端緒であるとよくいわれる。実際にそこ

からアイザック・ニュートンの光学を激しくかつ持続的に批判することになる。しかしこの端緒は、

ゲーテがイタリア旅行で得た諸経験が形をとって噴き出してきたものだと考えられるのではないか。

つまりニュートン理論の不備を発見したことは、ゲーテにとって色彩研究の原因になったというよ

り、あるきっかけにすぎなかったのではないかということである。ニュートンの光の物理学的考察

に対するゲーテの反論は、確かに彼の色彩論全体の重要な部分を占めているが、それが全てである

とはいえない。ゲーテの色彩に纏わるより根源的な経験は他にあるのではないか。

ゲーテはそのプリズム実験を行った同年に初めての色彩に関する論文である「青について」を著

している。ゲーテが色彩論に従事していた時期は一般的に 3つに分けられ、その論文と『光学への

寄与』を書いた 1791年から 1794年を第一として、それからゲーテ色彩論の中心的著書『色彩論の

ために』を著した 1810年までを第二に、最後に内視的色彩を研究した 1813年から 1820年の間であ

る。文献資料からこうした区分ができるものの、実際にいつゲーテが色彩に興味を持ち、探求を始

めたのかは不明確であるといわざるをえない。ゲーテは色彩研究を芸術的側面から始めたことも述

べており 2、プリズム実験とは別に絵画での色彩の調和などがすでに彼の興味を引いていたといえ

る。確かに色彩論が明確な形を持って現れる以前から、色彩について言及した美学論などもあり、

さまざまな色彩経験を美術館や自然で蓄積していったといえる。初期の美的経験、自然観察、イタ

リアなどへの旅行、物理学的実験など、そのどれが原因であったのか、あるいはそれ以外のもので
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あったのかは様々推察しうるが、差し当たりそうしたものが交じり合って徐々にゲーテ色彩論が形

成されてきたのだと主張できる。

実際に感性的な経験から学的な色彩論へと徐々に成熟し、互いに調和しているのがゲーテ色彩論

の特徴の一つである。ゲーテの主著の一つである『色彩論のために』は主に 3つ部分から成り立ち、

第一部は一般に教示編と呼ばれる「色彩論草案」と、論争編と呼ばれる第二部の「ニュートン理論

の暴露」、最後の歴史編の「色彩の歴史のための資料」である。教示編ではゲーテ的色彩論の特徴的

主題が扱われており、彼独自の色彩研究の成果が多数含まれている。そしてそこにゲーテの様々な

体験が収められている。本稿ではそのいくつかの特徴的主題を論じたい。

2．生理学的色彩 

ゲーテは自身の色彩論を生理学的色彩でもってはじめている。この領域の色彩が彼の色彩論全体

の布石となっている。生理学的色彩でゲーテは主に色彩と眼の関係を述べており、最大の成果とし

て補色の法則性の発見が挙げられる。彼の生理学的色彩の考察は、現代の色彩研究にも重要な知見

を提供しており、一般的にニュートンとの対決に敗れたと見做されている中でも、破棄されずに受

け入れられている。こうした成果を持って、ゲーテ色彩論が色彩の生理学的側面を扱い、ニュート

ン光学が物理学的性質を扱ったとカテゴリ分けがなされる。こうしたまとめは、ある一定の歴史の

合理的再構成の観点から必然的に導かれるものの、そのまとめからは両者の探求の意図と全体の構

想を再構成できない特殊な歴史の叙述となっている。その語り方は歴史的で経験的というより、概

念的で記号的である。つまりゲーテやニュートンが何を見、何を行おうとしたかを想起し、追体験

できないのである。わずかながらも彼らが見ていた風景がうかがい知るためには、そうした分類の

前に、彼らが行った個々の具体的営為を見ることが必要である。

ゲーテによると当時はまだ生理学的領域が色彩研究の歴史において重要な構成要素と見られてな

かったという。生理学的色彩が「これまで非本質的で、偶然的なものとして、また錯覚や疾患とし

てみなされていた」(WA II, 1, S. 1)と述べ、その法則性や体系性があまり研究されてこなかったとい

う。奇形現象を植物のメタモルフォーゼで枢要な問題として扱ったように、ゲーテにとってこうし

た未知の現象、あるいは異常、病的、驚愕といった言葉で語られる対象の探求は必須の主題である。

生理学的色彩は、これまで非本質的な疾患の現象だと見られていた。

具体的な生理学的色彩現象を分析する前に、この言葉が意味しているものについて述べたい。ゲ

ーテの説明によると、

「我々はそれら［歴史上様々に名付けられ、錯覚として扱われてきた色彩現象］を生理学的と

呼ぶ。なぜならそれらは健康な眼に属し、我々はそれらを視覚の必然的な諸条件として見做す

からであり、それらはその内外への生き生きとした相互作用を指し示すからである」(WA II, 1, 

S. 2)

ゲーテは生理学的色彩を、身体の異常に起因する病的現象としてではなく、通常の眼にも現れる普

遍的な現象としてとらえ、人間の視覚の必然的現象と定めている。彼はここで生理学的なものを眼

の身体的機能として扱い、外的な刺激に対する内的な生体的反応の関係という意味を持たせている。
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さらにゲーテは教示編の補遺で次のように述べている。

「生理学的色彩と我々は網膜の作用と反作用によって発生すると思われるものを呼ぶ。それは、

眼の他に特に物理的刺激やそれに対応するような同様の物質的現象が認められずに、光によっ

て、また機械的あるいは過度な刺激によって引き起こされた興奮の際に、色彩の現象を魂の前

に示すことによって発生すると思われるものである。それは、なんらかの仕方で眼の外の存在

物を指し示しているある一定の色彩を見る際、全体性のため眼の中のある種の調和を目指す反

応刺激がもたらされ、生き生きとそれ自身において色彩環を結ぶ。生理学的色彩の標識は視覚

的なものであり、それらの中で持続的なものは病理学的現象である」(WA II, 5ii, S. 20)

この定義めいた堅い文章でゲーテは、生理学的色彩が網膜での外界からの機械的作用や外界からの

作用に対する眼の反応によって惹起されるものと定めている。全ての色彩現象を物理的現象に還元

できない。色彩は見るという行為によっても成立している。この行為としての色彩現象の中には「刺

激」、「興奮」、「網膜」といった語彙で語られる身体の特性に起因するものがある。ゲーテはそうし

た色彩現象の側面を生理学的と名付けている。そしてそれにはすでに歴史上の諸研究によって形作

られた伝統があり、ゲーテもそれを意識している。

生理学を意味するドイツ語のPhysiologieあるいは古代ギリシア語のPhysiologia(φυσιολογία)は、

Physis(φύσις)という語に由来している。Physisは様々変遷があるものの総体的に自然を意味し、自然

物やその性質なども含意していた。Physisに関する知が体系化され、Physiologiaという語で呼ばれる

ようになった時、それによって意味されていたのは生物に関する学問一般である。広い意味で同じ

く自然に関する学問で無生物を扱ったものはPhysica(φυσικά)と呼ばれていた。

古代ギリシアの医師ガレノスはこの生理学という学問に対して大きく貢献している。生理学は解

剖学と深いつながりを持っており、ともに発展してきている。その解剖学的な探求は生物の物質的

構造を明らかにするが、生物の活動の究極的原因については多くを説明できない。歩くために骨や

筋肉があるというのは解剖すればわかるが、なぜそもそも歩くという行為が起こりうるのか。その

原因とは何かは解剖学的に未知である。こうした対置を物質と魂の対立として強調するなら、哲学

的な身心問題となる。しかしガレノスは、著書『人体の諸部分の有用性について 』（De usu partium 

corporis humani）においてこうした生物の物体性と活動性を質料性の議論の内部で結合しようとす

る。具体的にはアリストテレスの教説や固体的器官を重要視するアレクサンドリアの学者たちの議

論を、血などの体液を決定的な因子と考えるヒポクラテスの教説とを結び付けるのである 3。精神

性には触れず、こうしたあくまで質料性に固執する生物の説明は、ジャン・フランソワ・フェルネ

ルやアルブレヒト・フォン・ハラーによって受け継がれている。

ハラーの「感覚性 Sensibilität」と「被刺激性 Irritabilität」の学説は、それぞれ神経と筋肉の外界の

物理的刺激に対する反応と、そうした刺激に即した内的な感応性の関係について説明している。彼

の教説はルイジ・ガルヴァーニに並んで当時影響力が強く、カントやヘルダー、シェリングといっ

た哲学者たちも大きな影響を受けていた。ゲーテもまさしくそうしたハラーの教説の影響下にあり、

『詩と真実』において「ハラー、リンネ、ビュフォンの名を私は大きな尊敬の念を込めて挙げたい」

(WA I, 27, S. 67)と述べている。ゲーテの生理学についての理解はハラーの刺激反応性の教説を受け

継いだものと考えられる。ゲーテは 1795年の小論「植物の生理学のための準備研究」に収めされて

国際哲学研究 6号 2017　　179



いる「生理学の概念」の項で次のように語っている。

「植物のメタモルフォーゼ、その生理学の根拠

それは我々に植物が何に向かって形成されているのかという法則を示す。

それは我々に二重の法則に気付かせる

1. 植物を構成する内的な本性の法則

2. 植物を変形する外的環境の法則」(WA II, 6, S. 286)

生物が持つ成長への内的な活動性が環境要因によって変化をこうむり、生物の目下の形態が気候な

どの環境と調和の表現であることはあまり疑問に思うことなく理解できる。ゲーテはハラー的な刺

激反応性の教説を外的環境と内的本性の法則として受け継いでいる。

その他ゲーテは『植物のメタモルフォーゼ』で植物の本質的な体液として、物質的な「精妙な液」

(WA II, 6, S. 37)を挙げている。彼は、ヒポクラテスやガレノスが述べている体液説を採り、その液

体によって植物の成長を規定している。ゲーテはガレノスの伝統における生理学に立ち、精神的あ

るいは非物質的な生物の活動の原因をほとんど想定していない。生理学的色彩とは刺激とその反応

の連関であり、外的環境と内的本性との相互関係である。ゲーテのいう内的本性というのは精神的

作用ではなく、器官の質料的反応を意味している。つまり光に対する物質的器官としての眼の反応

の関係である。

そのゲーテの生理学的色彩の最も重要な成果は、先に挙げたように補色の法則性の発見である。

注目すべきはそれを発見した際のゲーテの記述である。

「太陽が沈もうとし、濃い霞がかかり、かなり弱められた太陽の光が私の周りの世界をこの上

なく美しい緋色でもって覆ったとき、影に見える色彩が緑に変わった。その鮮明さは海緑色に

比べられ、その美しさはエメラルドに比べられる。その現象はよりいっそう生き生きとしだし、

まるで妖精の国にいるかのようにまでなった。すべては、日が落ち、艶やかな現象が灰色の薄

暗がりへと、そして次第に月と星々の夜へと消えてゆくまで、この二つの鮮やかでとても美し

く調和した色彩に彩られていたからだ」(WA II, 1, S. 35)

1777 年 12 月 10 日にゲーテはハルツにあるブロッケン山に登っている。そこで彼は奇妙な現象に出

会う。つまり緑色の影を見たのである。霞の中であろうと影には弱まった夕日の光があるだけのは

ず。そしてその影には弱い夕日の赤が見られるだけであり、そうではなくとも灰色に見えるだけの

はずである。しかし実際には人間の眼に緑が現れる 4。ゲーテは非常に詩的な文章でその様子を描

きだしている。詩的に叙述しようとしたというより、正確に描写しようとすると、自然と詩的な表

現になってしまうような体験であったといえる。その中で、ゲーテは色彩の法則性を見出している。

夕日の赤に囲まれる緑。赤は緑を呼び求める。この補色関係をゲーテは色彩環の中に位置付け、青

は橙を、黄は菫色を呼び求めるといった他の組み合わせをも編入させ、総体的な法則性にまで高め

ている。つまり色彩環の中のある色彩はその向かい合う色彩を指し示す。これにより色彩環は、単

に両端がつながり、円形をなすだけではなく、反対の色彩と結び付くという新たな関係を手に入れ

ることになる。
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学的言語と詩的言語がもはや明確に分けられない描写方法で、あるいは学的なまなざしと詩的な

まなざしが分離していない観察方法で、ゲーテは補色現象を扱っている。そこで色彩は互いに、分

極的な関係、あるいは隠喩的な関係を構築している。ゲーテ以前の色彩環は、赤が橙と似ていると

いった類似性でもってのみ形作られていた。あるいはニュートンも採用した音階のような比率の関

係に似せて色彩環が形成されていた。直接的な類似性を表現する類比的関係でもって円環が成立し

ていたが、補色により隠喩的対立関係を手にし、色彩環はより全体性と調和性を強めていく。

この影の色の発見はゲーテの生理学的色彩の特徴的な探求の仕方を表している。夕日の中の緑の

影という補色を見出すことは、簡単なことだと思える。珍しい発見というより、本来日常的に見ら

れる現象である。しかし、それは思うほど簡単ではない。なぜならそれは通常ただの錯覚としてし

か見做されないからである。影が彩られて見えることは、ゲーテ以前にもすでに明らかなことで、

種々述べられてきていた。しかしゲーテによるとそこでは補色の現象は単に「偶然」(WA II, 4, S. 196)

なものでしかないと思われていた。

この種の現象解釈はある種の分割であり、現象を二分してしまう。つまり一方で眼前の現象が偶

然であり、見せかけであり、幻覚であると主張することは、他方で本当の現象があると想定するこ

とになる。これは典型的な関係カテゴリにおける偶有と実体の問題である。主である実体と従であ

る偶有は、それぞれ真の原因とその派生的な作用という構図を形作る。ことに自然的な色彩現象に

おいては、本当の色彩の姿として光の物理学的性質が措定され、その随伴現象として生理学的な色

彩が現れると考えられている。物理学が扱うような光が実体であり、直接眼に現れるだけの卑近な

色彩は偶有であるという構図は、ゲーテ時代に限らずそれ以前や現代でもよくみられる。

実体から偶有への移行には、様々な仕方があるが、新プラトン主義的な流出という仕方が基本で

ある。実体から漏れ出る光はその実体としての性質が付与され、必然的関係を有しているが、闇と

いう無秩序に流れ込むことによって偶然的な環境におかれ、その必然的な性格を薄めることになる。

不変純粋な太陽、あるいは光が、地上の偶然的条件によって、さまざまな姿に抑制され、汚される。

それが色彩であり、夕日という薄明かりの中、何かしらの媒体によって作られた影に現れる色彩が、

偶然の色彩現象、つまりは緑である。

しかしゲーテはこの偶然と呼ばれてきた現象に必然性を付与し、法則の地位を与える。むしろ偶

然か必然かというカテゴリを排除し、眼に現れる現象を第一のものとして受け入れたといった方が

正確である。物理学的光を想定する場合、それはある一定の波長で運動する物質または事象であっ

て、それに感覚的な色彩を対応させる必然性は本来ない。その意味で知覚の外側に色彩は存在しな

いといえる。したがって本当の色彩、あるいは偽の色彩という区別は本質的なものではない。いか

なる仕方であっても知覚されている色彩は、それそのものとして受け入れるほかない。つまり眼の

前の色彩がすでに根源的なものであり、さらに遡及して現象を裏付けるようなものをより根源的な

ものだと見做す必要はない。オリジナルといえるものは色彩現象の方であり、その裏付けや証拠と

いった現象解釈はいわばコピーでしかない。コピーでもってオリジナルを証明しようとするのは社

会的な風習であっても、学的探究の前提でなければならないわけではない。影の色の緑は、錯覚で

はなく、この上なく緑なだけである。

ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインは『色彩について』で言語ゲームとしてこうした問題を扱

っている。彼によると、色彩と我々が言語によって呼称するものは、「生活形式」において成立して

いる。その形式は世界に関する認識を積極的に分節化し、知覚世界を統語的に構造化している。彼
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がいうには、我々は言語的コミュニケーションの文脈すべてから外れるような無制約的な裸の現象

を一切知覚しえない。むしろ我々は生活形式によって構造化された諸現象を見るだけである。した

がって、光が十分当たっていない白い紙は、灰色であるといわれず、依然白であるといわれる。な

ぜなら色彩の文法構造はすでに何を白と呼ぶべきか、そしてどのように知覚すべきかを規定してい

るからである。生活形式は眼に現れる色彩の背後ですでに色彩知覚を根本的に決定している。

現象解釈ではなく、知覚の構造を解明しようとする点でゲーテの生理学的色彩とヴィトゲンシュ

タインの言語的色彩は軌を一にする。しかしながら現象の背後の文法構造を根源的なものとするヴ

ィトゲンシュタインに対して、ゲーテはあくまで現象そのものに固執する。彼にとってそれが最も

根源的なものであり、生理学的色彩が色彩論の口火を切る章として位置づけられているように、眼

に映る単純な現象が全ての始まりである。無地の紙は昼の日の光のものとでは白と現れる。夜ろう

そくの光の下であっても確かに誰もそれを橙色の紙と呼ばない。だがゲーテは、夕焼けの中の影の

色を緑と呼んだように、そのろうそくの光で照らされる紙の色も、おそらく橙色に見えるといった

だろう。ゲーテはヴィトゲンシュタインが行ったような知覚の背後にある文法構造、あるいは現象

と言語の関係の探求を否定しない。それそのものは一つの探求対象であるが、それが色彩探求のひ

な型であるとは認めなかったであろう。眼前の最も未分化な現象が色彩論の端緒であり、その背後

の関係は枝であり節でしかない。

生理学という言葉には、ガレノスやハラーなどの身体的な反応性に関する伝統が含意されている

と同時に、あらゆる判断の前に成立している無規定の現象そのものの探求という主題も含まれてい

る。そこにはこれまで偶然、奇妙、異常などといった言葉で表現される現象が含まれていた。とい

うよりそうした現象がゲーテ色彩論への入り口であり、主題であったという方が的を射ている。異

常か正常化か、あるいは偶有か実体かといった現象判断は、事後的なものであり、根源的なもので

あるとはいえない。判断が下される以前、カテゴリの区別が適用される前の現象との出会いが、ゲ

ーテ色彩論の大きな特徴の一つであり、ブロッケン山での影の色彩の記述である。そこに科学と芸

術が収斂されていく点があり、哲学的課題が様々展開する点もある。

3．化学的色彩 

そうした出会いはより端的に化学的色彩で記述されている。化学的色彩の領域はゲーテ色彩論の

三番目の章という位置を占めている。第二の章では物理的色彩が扱われており、主にプリズムを使

った色彩現象が扱われている。ニュートン的光学と構成が似ているが、様々違いがあり、その中の

最も大きな違いは、プリズムを覗いて色彩現象を見るという、ゲーテが主観的実験と名付ける観察

方法である。本稿ではこの領域でのゲーテの探求を論述しないが、他の領域と同様にゲーテ的色彩

論の諸特徴を見出すことができる 5。

化学的色彩の章では、主に物体表面の色彩が扱われており、例えば鉱物、顔料、有機体の色彩な

どが挙げられている。そこで酸性、アルカリ性といった二つの対立する性質が化学的色彩の基本的

な探求方針を決めている。例えば、鉄を熱すると表面は赤くなる。さらに熱し続けると、赤い表面

はさらに明るくなり、黄に変わっていく。ゲーテはこの酸化の過程における色彩の変化を色彩環内

部での高昇、あるいは移行として見ている。炭化された木はその残留物質であるカルシウムとカリ

ウムのせいでアルカリの性質を帯び、青とも表現されるような暗い色をしている。アルカリは一般
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的に寒色に位置づけられ、酸化の度合いが増すにつれ暖色の方へ移行するとされる。こうした色彩

環における二元対立的構図でもって、ゲーテは様々な物質の色彩を論じている。

化学的色彩でゲーテが扱った液体濃度の増減による色彩の変化と染色でのその作用、植物の生長

によって変化する色彩等は、現代的観点からは減法混色の部類として扱われている。ディスプレイ

やプロジェクタなどで使われている光線の混色は加法混色と名付けられており、ゲーテ色彩論では

物理学的色彩の中で主に扱われている。化学的色彩における混色の独特の作用は、確かに重要な特

徴であるものの、ゲーテにとってそれが物理学的、あるいは生理学的色彩と区別をなす特徴ではな

い。彼によると「持続性がその主な標識である」(WA II, 1, S. 200)。生理学的色彩では、眼に現れて

いる限りの色彩が扱われており、眼を逸らすなどすれば比較的早くその現象は消える。物理学的色

彩は光源が持続する限りで現れるもので、夜になれば消失してしまうような条件付きの色彩である。

化学的色彩では物体表面に現れるもので、酸化といった比較的長い時間が必要なものや、鉱物など

ほぼ変化しないものが扱われている。それぞれの領域は質的に隔てられているわけではなく、統一

的な色彩現象全体のある一側面を取り上げているにすぎない。

先に触れたように、化学的色彩では様々な物体や生物が扱われており、探求の課題は多岐にわた

る。持続性が重要な標識であるにしても、化学的色彩のその他の標識なり特徴なりは数多く取り出

しうる。ここでは再び出発点として設定された事象を取り上げたい。化学的色彩で一般的な説明の

後にはじめに扱われるのは「白の導出」(WA II, 1, S. 203)である。そこでゲーテは雪を挙げ、そこか

ら白が導き出されると述べている。雪は、水が結晶化し徐々に透明性を失うことで現れる。その様

子をゲーテは『光学への寄与』で述べている。

「最も小さな粒における最も純粋な水は固体性と同時に不可入性へと移行する。そうすると

我々は雪を見ることになる。その堆積は最も純粋な表面をあらわにし、その表面は今や我々に

完全で打ち砕きがたい白の概念を与える」(WA II, 5, S. 130)

ゲーテが白と呼ぶものは具体的な対象から離れた伝統的名称ではない。誰かからそう呼ぶように教

えられたものでもなく、最も光を反射する表面などといった学的探究によって明らかになる抽象的

説明でもない。むしろ雪を経験したときのあの印象、今まさに感じたあの色彩のことを白と呼ぶの

である。ゲーテは白の具体的な一例として雪を挙げているのではない。白という概念が雪という事

物に先立っているのではなく、雪という現象を体験することではじめて白という言葉でかろうじて

指し示せる何かを手にする。雪は白という概念の間接的証拠ではなく、白そのものである。最も純

粋な透明性が消える瞬間、我々はある印象を手にする。それが白である。もはや雪が白と呼ばれる

必然性もなければ、白が雪であると指示される必要もないところで出会う体験が「白の導出」で語

られていることである。

このゲーテの記述は二つの特徴を含んでいる。一つは具体的な現象、あるいは体験が根本にあり、

そこから探求が進められている点である。ゲーテの時代、すでに色彩論は長い伝統を持ち、さまざ

まな国の多様な研究者が色彩研究に従事していた。その中、化学的色彩でゲーテはごく単純な白と

いう色彩の体験を記述している。本来ならば、そのような記述は不要なはずである。なぜなら白が

何かは周知のことであるはずだからである。加えて、ゲーテの白の導出での記述は白の定義にもな

っていない。端的にいえばこの雪を白と呼ぼうといっているにすぎなく、それで白の概念が導出さ
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れたというにはあまりにも初歩的な表明である。ゲーテはその他いくつかの白い物質の例示を行っ

ているが、そうした物質を集めてはじめて白が把握されるとは述べておらず、一つの経験で十分で

あると考えている。

たった一つの事象がなぜその全体を指し示すことができるのか。論理学的見地から、個と全体は

両者とも単一性であり、外延が一致するといえる。しかし、ゲーテの記述は論理学的というより修

辞学的言明であるといった方が事態をより明確にとらえられる。つまり雪は白の堤喩的関係におい

て表現されている。堤喩とはある個物が特定領域の全体を表現するというもので、個と全体の関係

を表している。具体的な事物である雪はより広範な概念である白を代表している。この表現により

読者はあたかもはじめて白に出会ったかのような印象を受ける。ある単純な体験がそのまま全体を

指し示すというのは、その体験以前にその領域での経験が欠けていることを示しているからである。

様々なものを寄せ集めて白の概念を決定しているわけではなく、初めて雪を見るというたった一つ

の体験がそのまま白そのものを満たしている。白の導出という節でゲーテは白に纏わるある一つの

純粋な体験を述べている。

二つ目の特徴として雪あるいは白の発生的表現が挙げられる。ゲーテは単に雪が白であるといっ

ているのではない。いかに雪が発生するのか、あるいはいかに白が発生するのかを述べている。彼

が書き記しているのは、水が透明性を失い雪になるという過程である。この連続的過程は白の根源

的な発生の場面を描いている。観察者はまさに色彩が産出される瞬間を見、自分の中に新しい印象

が生まれるのを感じる 6。こうした白の印象は、のちに悟性概念として抽象化され、眼の前にその

色を見ることなく白について語ることができるようになるが、ゲーテはそうした概念化される以前

の無規定的で個別的な印象を探求の出発点として選んでいる 7。そうした原初的な領域では、悟性

は固定的存在しかとらえられなく、産出の瞬間に臨めない 8。ゲーテの「白の導出」では、色彩と

の原初的な体験が述べられ、そこで色彩が発生してくる様子が描かれている。

4．感情的色彩 

ゲーテの色彩論教示編の第六章では、感覚的・精神的あるいは感性的・習俗的作用とも訳されう

る色彩(die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben)が取り扱われている。その章が教示編のいわば掉尾を

飾る章であるといえ、この章にゲーテが色彩論で解き明かしたいと思っていた本来の目的が論述さ

れている。つまり絵画などで見られる色彩の調和や、色彩に纏わる文化、色彩が惹起する感情など

である。例えば絵画などでも見られるように、なぜ黄味がかった赤がフランス人には好まれ、青味

がかった赤がイタリア人に好まれるのかを、ゲーテは主に色彩環を使いながら説明している。色彩

環の中で見出される組み合わせとそれらの感情を論述しているが、こうした探求においてゲーテは

生理学的や化学的色彩とまったく異なる概念を使用している。

この章において例えば、黄という色彩の性質を「その最も純粋な黄において常にそれ自身明るい

という本性をあらわし、明朗で快活で柔らかくも刺激的な性質を持っている」(WA II, 1, S. 310)と表

現している。青は「眼に対して特別でほとんど言葉にできないような作用を及ぼす。それは色彩と

してあるエネルギーをあらわし、たとえその作用が否定的な側面にあったとしても、その最も純粋

な青は同時に、掻きたてるような無であるといえる。それはまなざしの中の刺激と休息の矛盾のよ

うなものである」(WA II, 1, S. 314)といわれる。赤は「真摯さと品位、慈愛と優美さの印象を与える」
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(WA II, 1, S. 319)。生理学的色彩では網膜などの身体的な媒体を通じて現れる色彩が扱われ、物理学

的色彩ではプリズム、化学的色彩では諸物体の表面という媒体に映し出される色彩を扱っていた。

しかしこの感性的・習俗的色彩では、主に感情という媒体に現れる色彩が論じられている。それ以

前と比べて媒体の概念が飛躍的に拡張されていると思えるが、誰も色彩と感情との密な関係を否定

できない。むしろ、古くから哲学者に色彩を見せると怒り狂いだすといわれるように、元来色彩は

感情的なものであるという方が自然である。

「明朗で快活」、「掻きたてるような無」、「慈愛と優美さ」等こうした表現すべては感情、あるい

は単なる主観的な感想にすぎないと思える。神秘的であるとさえいえるようなこうした表現に対し

て、客観的な観点から、そこには個人的嗜好と無関係の光の物理的な運動があるだけだといわれる。

そして色彩を学的方法によって解明するというならば、ゲーテが述べていることは幻想にすぎない

のではないかという疑いは至極悟性的な判断であるといえる。彼の記述が詩であるなら、そうした

誹りは受けないであろうが、ゲーテが行おうとしているのは色彩の学問であり、上述の表現は学的

探究の一環であるはずである。それであっては主観的、あるいは偶然的一時的な嗜好であってよい

はずがないのではないか。しかしながら、これまでの考察でも明らかなように、こうした探求の仕

方がまさにゲーテ自然科学の典型である。

ぼんやり色彩を眺めていると、自然に感情が湧いてくる。夕日を見てきれいだと思える。原色に

近い絵の具を使った絵画には力強い印象を受ける。そうした体験の場では、それが主観的でしかな

いのか、客観的なのかという問いはあまり意味がない。確かに、美が主観に宿るのか客観に由来す

るのかは伝統的な美学の問題だが、そうした問いは、体験の後になって省察されるものであり、そ

れ以前には主観と客観を分ける線はまだ明確に引かれていない。ゲーテの感情の色彩が主題とする

のは、未だ区別が明確でない根源的な体験である。

そのような体験は特別なものではない。人はすべてそのような悟性的分別が起こる前の状態や感

情を経験している。例えば小さな子どもが、強風に揺れる窓の外の木を見ながら、「あの木は悲しん

でいる」という。この子供の言葉は奇妙である。なぜなら木が悲しむわけがなく、そうした言明は

小さな子供の未成熟な思考として見做されるべきであるから。あるいは優しく共感をもっていうな

ら、繊細な子供の豊かな感性だということもできる。いずれにせよ木に自己意識などなく、悲しみ

を覚えるはずがない。子供は自分の感情を木に投影している。悲しんでいるのは木ではなく、実は

その子供である。客観的かつ合理的に判断すれば、そういわざるをえない。

こうした考えに基づけば、ゲーテに対しても同様のことがいえる。色彩に感情などはなく、ただ

個人的な気分を対象に押し付けているにすぎず、赤に優美さなどないのだと。しかしこうした分析

は、子供の体験、色彩を見るという現実に届いていない。あるいは認識論の要となるような問題を

見過ごしている。子供の体験や色彩の感情はごく自然な経験であるはずなのに、客観的視座からの

合理精神に基づいた諸体験の事後的再構成は、そうした根源的な体験を、奇妙な印象や偶然的な感

情、神秘体験であるとしか分類できない。自己意識が確立され、啓蒙された理性にとっては、主観

と客観と区別は明晰であり、悲しみの所在は判明である。しかしそれ以前に誰もが、根源的で未熟

で不可解な状態を経験したことを知っている。そこでは直観と悟性がいまだ分節化されておらず、

ただ想像力が自然に臨んでいるだけである。ゲーテはこれを科学の原初的な営為であるという。
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5．結語 

ゲーテ色彩論が扱う主題は多岐に及び、それに応じ方法論も広がる。ゲーテは客観的視座一切を

否定し、主観性に埋没したわけではない。また、分析的方法を忌み嫌い、総合的な方法に固執した

のでもない。合理性をかなぐり捨て、感情に身を委ねたわけでもない。ゲーテは地質学で、大地が

火山活動などから成立したと考える火成論や、むしろ大洋から成ったという水成論のどちらにも与

せず、あるいは両者の間を揺れ動き、その対立をそのまま残しておいたように、相反するものが並

行して存在することを認めていた。対立する教説それぞれが科学の要素であり、それらをもって科

学の全体が成立している。そうした科学の全体性が帯びる性質は、進展である。対立する議論は互

いに、それぞれがもつ主題や方法論を先鋭化させ、全体をより拡張し、洗練されたものにする。ゲ

ーテは、そうした対立をよく呼吸にたとえる。ゲーテは小論「近代哲学の影響」においてカントの

アプリオリな総合判断について述べる文脈で、分析と総合という方法の対立について次のように述

べている、「私は自分の全人生において、詩作的にそして観察的に、あるいは総合的にそしてまた分

析的な方法をとったのである。人間精神の収斂と拡張は、呼吸のように決して離れることなく常に

脈打つからである」(WA II, 11, S. 48)。主観や客観、合理性や感情の両方が成立する領域がゲーテの

自然科学が主題とする領域であり、色彩論はそうしたゲーテ的探究の内容をよく表現している。こ

れはゲーテ自然科学に対して雑多な印象を与える原因の一つになっているが、ゲーテはこうした仕

方がむしろ元々の科学の姿だと考えている。彼は、古代ギリシアでの科学的探究を手本に取ってお

り、彼らが詩的なまなざしで諸対象を観察していたこと挙げている 9。

これまで、ゲーテが生理学的色彩で影の色彩を扱い、化学的色彩で白の導出を行い、感性的・習

俗的色彩で感情の色彩について述べているのを考察してきた。それぞれ、錯覚としての現象、素朴

な体験、主観的な感情という主題を浮き彫りにしており、それらはそのままゲーテ色彩論に対して

下される評価の言葉でもある。そしてそうした判断を下すものが真逆の立場に立っていることを示

す言葉でもある。つまりその判断が依拠するのは、真の現象、洗練された経験、客観的考察などで

ある。しかしながら、その両方の立場や見方は結局のところ自然あるいは精神の一側面を強調した

にすぎない。啓蒙主義の潮流においては、合理性、精密性、客観性が重要視されるが、ゲーテの目

にそのようなものが対象のすべてを表現しているわけではないと映る。特に物理学的性質から、網

膜、感情へと多岐にわたる色彩論においては、単一の立場や方法で色彩のあらゆる側面を知悉する

ことはできない。とるべき立場や方法は、流動的なものであり、発展的なものである。ゲーテ色彩

論が表そうとするものはまさにそうした生成する色彩であり、活動的な精神である。

凡例 

WA Goethe, Johann Wolfgang von, Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie 

von Sachsen, H. Böhlau, Weimar, Abtlg. I-IV. 133 Bände in 143 Teilen. 1887–1919.
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註

1 このプリズムを使った光学実験が行われた時期については他の説があり、1791年ではなく 1790年 1月
に行われたとする研究もある。ゲーテ『色彩論 』第一巻、工作舎、1999年、p. 630ffの前田富士男の論
争編解説を参照。

2 Vgl. WA II, 1, S. 29f.

3 Cf. Mario Vegetti, Historiographical strategies in Galen’s physiology (De usu partium, De naturalibus 
facultatibus）. In: Philip J. Van der Eijk （Hrsg.）, Ancient Histories of Medicine. Essays in Medical Doxography 
and Historiography in Classical Antiquity, Brill, Leiden, 1999, S. 383-395.

4 影の色彩は二つの異なる色彩の光源によって照らされることによって起こる現象である。

5 Olaf Müllerはゲーテの物理的色彩が果たした成果、孕む問題、対立するニュートン光学との関連等を詳
細に分析している。Vgl. Olaf Müller, Mehr Licht, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2015

6 染色家坪倉優介は、18歳のとき交通事故により全ての記憶を失った。それ以降彼は現象の意味や意義、
概念といったものを失い、彼の前にはただ裸の現象があるのみになった。例えば、腹部に感じる奇妙な
感覚を空腹であると認識できず、風呂の中で震え何かがおかしいと感じながらも冷たさを理解できずに
冷水を浴びていた。彼の前には驚きばかりがあり、それを自身の著書にまとめている。そこで色彩につ
いても語っており、人々がエメラルド色の美しい液体を飲み、真珠のような艶やかな白い粒を食べるの
を不思議に思った。それらは彼にとってもはやお茶と米ではなく、感嘆すべき物体であり、鮮やかで色
とりどりの現象であった。坪倉優介『ぼくらはみんな生きている―18歳ですべての記憶を失くした青年
の手記』幻冬舎、2001年参照。

7 すでに多くの経験を積み抽象概念を理解していても、新しい経験がいつでも可能なように、新しく色彩
と出会うことも可能である。多くの芸術家が多大な労力でもって行っていることは、見なれた材料と使
い古された形式に則りながらも、自身の手でもって新しい、革新的な作品を提示することである。人間
と色彩の原初的関係を描きだそうとすることは、特に画家や染色家が主題としたものである。

8 本論では詳述しないが、それは想像力の働きに負う。そしてもし言語化が可能であるとすれば、それは
論理的なものではなく修辞学的なものであり、ゲーテにおいてそれはとくに象徴と呼ばれるものである。

9 「詩の領域から自然観察へと渡り来たギリシア人は、その際［色彩研究］まだ詩的な性質をもっていた」
（WA II, 3, S. 109）。

キーワード：ゲーテ、色彩論、自然哲学、啓蒙主義、古典主義
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西周『生性劄記』訳注（二） 
 

播本 崇史 

 

本稿は、2012 年 3 月刊行の『国際哲学研究』１に発表した「西周『生性劄記』訳注（一）」の続稿である。 

凡例 

一、 本稿は、大久保利謙編、『西周全集』宗高書房、一九六〇～一九八一を底本とした。 

二、 各条は、原文、書き下し、試訳、注の順に配列した。 

三、 底本にある割注については【 】で示した。字間に挿入されている語や、行間に記されている語は〈 〉

で示した。現代語訳では、必要と思われる箇所については、適宜［ ］を付して意味を補い、簡単な

注は（ ）で示した。 

四、 注には、訳出する上で必要なものを記したほか、典拠の見つかる諸概念については、主に羅竹風主編

『漢語大詞典』（漢語大詞典出版社、一九八六）を参考として提示した。また、原文理解にあたり、典

拠における諸概念の理解を要すると思われるものについては、一部訳出を試みた。 

 

＊なお、本注の内容は、筆者自身の研究ノートであるということを、あらかじめお断りしておきたい。また、

今号では、東洋大学文学部小路口聡教授より御指摘を頂戴した。記して謝意を表したい。もし、その反映

に際し、不十分な箇所があれば、それは筆者の未熟さに起因するものである。 

 

意識之與智相関、其區別旣論之、其與情相関、區別亦如此、是以、怒、斯〈有〉怒之意識、喜、斯

有喜之意識、是不竢縷折、而明者、今擧意識之理法、以證之、 

 

第一 両三意識、拒同時相旺、【是以其一旺則自餘虚也】元則 宇宙觀 

第二 
 主観

其旺者、常傾
而

向志尚之所在、【是以
客観
志尚所傾向之者、常攪發我意識】 

第三 
客観

切要之急者、拒其緩者、
而
【是以事之緩急軽重、準

 主観
自己為中心四遠之距離】 

第四 意識之所渉、其廣狭大小、不可得限定、唯其踈密、準所渉之廣狭大小之度、度量観 

第五 意識、或在具體上、或在抽象上、是不可〈得〉限定、唯在具體上、其狀踈、在抽象上、

其狀密、 形質観 

 

意識と智とは相関す、其の区別は旣に之を論ず。其の情との相関、區別も亦た此くの如し。是を以

て、怒れば、斯に怒りの意識〈有り〉、喜べば、斯に喜びの意識有り。是れ縷折を
ま
竢たずして明ら

かなる者なり。今、意識の理法を擧げて以て之を證す。 

第一 両三の意識は、同時に相旺んなるを拒む。【是を以て、其の一つ旺んなるときは、則ち自

餘は虚なり】元則 宇宙觀 

第二 其の旺んなる者〈主観〉は、常に傾き〈て〉志尚の在る所に向かう【是を以て志尚〈客観〉
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の傾き向う所は、常に我が意識を
こうはつ
攪 發 す】 

第三 切要の急なる者〈客観〉、其の緩やかなるを拒む者なり【〈而して〉是を以て事の緩急軽

重、自己〈主観〉に準じて中心四遠の距離を為す】 

第四 意識の渉る所、其の廣狭大小は、限定するを得べからず。唯だ其の踈密は、渉る所の廣

狭大小の度に準ず。度量観 

第五 意識、或いは具體の上に在り、或いは抽象の上に在り、是れ限定する〈を得〉べからず。

唯だ具體の上に在れば、其の狀は踈にして、抽象の上に在るときは、其の狀密なり。形

質観 

 

意識と智とは互いに関連しているが、その区別についてはすでに論じた。それ（意識）と情との関

係や、その区別もやはり同様である。このため、怒りの感情には、怒るという意識があり、喜びの

感情には、喜ぶという意識があるが、このことは逐一分析するまでもなく明らかである。今、意識

のあり方を挙げることでこれを立証する。 

第一 二三の意識が、同時に旺盛になることはない。【このため、ある一つの意識が盛んになれ

ば、その他は［確固たる意識としての］力をもたない】 原則であり宇宙観である 

第二 その旺盛なはたらき〈主観〉は、常に一定の対象を志向する。【このため志向し傾倒して

いく対象〈客観〉は、常に私の意識をゆりうごかす】 

第三 〈客観の中でも〉身に差し迫った重大事は、何もしないでいることを拒む。【だからこそ

事の緩急軽重が、自己〈主観〉を基準にして、中心と周辺の距離感をつくりだす】 

第四 広いとか狭いとか大きいとか小さいとか、意識の範囲を、限定することはできない。た

だその疎密（散漫と集中）は、及ぶ範囲の広狭大小の程度に準じている。度量観 

第五 意識は、個別具体的なものをとらえたり、抽象的なものをとらえたりするが、［そのはた

らきをいずれかに］限定することはできない。ただ、個別具体的なものに対してはたらい

ていれば、そのありようは粗雑であり、抽象的なもの対してはたらいていれば、そのあ

りようは精密である。形質観 

 

○意識 前稿「『生性劄記』訳注（1）」の範囲において、「意識」の定義がなされている。○情 荻生

徂徠『辨名』下、性情才七則に「以不渉思慮者為情」とある。意に対し、情は思慮の及ばぬ心的作用

であると言える。○宇宙 「宇」は空間、「宙」は時間。『生性發蘊』にて「靈智ノ窓格ハ、
スペース
宇 觀 ト

タ イ ム
宙觀

トノ如シ、人ノ靈智上、
ア・プリオリ

先 天 ヨリシテ、上下四方ト、古今往來トノ觀ヲ存ス」（『西周全集』巻一、33

頁。ただしルビは文字の左側にあり。本稿では、便宜的に文字の上部に付す。）とある。さらに「宇觀ト宙觀」

に、西自身の注が付されており、「宇觀ハ上下四傍、宙觀ハ古今往來也、原語ハ廣サ及ヒ時ノ字ナリ」

とある。ちなみに、「先天」にも自注が付されており、「先天後天ハ、ア・プィオリ、及ヒア・ポステ

リオリヲ譯ス、前ハ自然ニシ存スルヲ謂ヒ、後ハ經驗ニ依テ來ルヲ謂フ、漢字ト正ニ相符ス」とある。

「先天」は、『生性劄記』にも後述されている。西の「宇宙」の出典は、『淮南子』原道訓「横四維而

含陰陽、紘宇宙而章三光」に付されている後漢高誘による『淮南子注』、「四方上下曰宇、古往今來曰

宙、以喩天地」であろう。○志尚 志向。理想。『抱朴子』金丹篇に「聊書其心、示將來之同志尚者云。」

とある。○四遠 『漢語大詞典』には、「四方邊遠之地」、「指四方邊遠之人」、「四方」とある。「地」

や「人」に限定せず、「自己を中心として広がる客体世界」として理解できるであろうか。○度量觀 『致
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知啓蒙』（『西周全集』第一巻、398 頁）に、「度量觀〔quantity〕」とある。『致知啓蒙』については、専門

に論じた先行研究として以下のものがある。山川偉也「西周『致知啓蒙』に見る西洋形式論理学の本

邦への導入について」（『総合研究所紀要』19（3）、1994.3）、手島邦夫「西周『致知啓蒙』の訳語――その

形成過程と出自につて」（『文芸研究』147、1999）、鈴木修一「西周『致知啓蒙』を読む（上）」（『人文研究』

神奈川大学人文学会誌 147、2002）、鈴木修一「西周『致知啓蒙を読む』（下）」（『人文研究』神奈川大学人文

学会誌 148、2003）。また、後述の注「形質觀」とともに、西周『五原新範』に次のように見える。「此こゝ

ろのうへの、いぬとからすとによりて、かのいまた見さるいぬとからすとをしる。これを念とはいふ

なり、此念よりえたるものそ、まさしく致知學にて、あつかひぬるさかひのうちなる、されと、此念

てふもの、たゞちに、なるものにあらず、直覚のつもりて、念となるは、なほくさ〲の度をへて、か

のゆげのかはりて、ミづとなり、またかはりて、こほりとなるがごとく、やうやくに、あつまり、ま

たやうやくにこりて、一ッのかたまりとなるに、いたるへし、たとへば、はじめていぬを見て、その

いぬたるをしるは、これ直覺なり、またふたゝびあたしいぬを見て、おなじくいぬたるをしり、また

みたび見、よたび見、かくすること、たびかさなれば、いぬを見ずととも、いぬのいぬたるは、こゝ

ろにのこれるを、念となづけ、かくで一ッの念のあだしちよろづに、かよへるを、概括力となんいふ

なる、これぞ、致知學にて、いとおもきつかさに、つとめいたづくものなる、此概括力によりて、よ

ろづのいぬをいぬと見、よろづのからすをからすとしりて、いまぞ、ゆげもこほりと、むすべるとき

なれは、いはゆるしりの、はじめて致知學のもちひになん、そなふべかる、さるにまた、此念てふも

のは外形内質のそなはれるものの、わがこゝろに、うつりたるものなりといへとも、そのものの外形

内質を、こと〲くつくししるにはあらず、たゞそのおもにめだゝしきしるしの、そこばくをしるのミ、

たとへバ、神てふ念は、わがひとな〱に、その外形内質を、つくすべきよしあらねど、たゞ宇宙の主

宰として、萬有の元始たるをしるのミ、また聖人賢人などいふも、その外形内質ともに、ひと〲にて

かはりあれど、賢は、愚不肖のうらはらにて、聖は、賢にまされりてふを、しるのミ、こは度量觀に

つきて、槪念といひ、またひとくさ、たゞちに直覺よりきたり、おもにその外形内質にかゝはり、ま

のあたりそのものゝかたち、まのあたりこゝろにうかへるものは、形質觀にかゝはりて、想念といふ」

（『西周全集』第一巻、356～357 頁）、さらに「外延内包」の説明にも用いられる。「さて、度量觀と、

形質觀とにつきて、なほ、こゝろうべきことあり、そは、とあることばを、
實 體
まさしきもののなとして、

みれバ、度量觀にうつりて、これをことばの
extension
外 延 となづけ、またその属性につきて見れバ、形質觀に

うつりて、これをことばの
comprehension

内 包 となづく、たとヘバ、ひとてふことばを、なべてにほん、から、て

んぢく、さいようなど、あるとある五洲のひとを、徴せりとして、見るは、外延なり、また仁智の性

をそなへて、道理によりて、うこくものなりと見れバ、内包なり」（『西周全集』第一巻、375 頁）などと

もある。『五原新範』は、形式論理学を説いた著作で、『學原稿本』に基づいており、『致知啓蒙』の前

段として著されたものである。上述の引用文は、『學原稿本』には見られないが、『致知啓蒙』には、

ほぼ同じ内容のものを確認することができる。ここでは、『五原新範』を挙げその初出の文を提示した。

○具體 語としての古い用例は『孟子』公孫丑上篇に見られる。「子夏、子游、子張皆有聖人之一體。

冉牛、閔子、顏淵、則具體而微」。朱熹は『孟子集注』にて「一體、猶一肢也。具體而微、謂有其全體、

但未廣大耳（一体とは、手足の一つ、といった意味である。体を具えて微なりとは、その全体があるものの、広

大な存在とはいかないとうことに他ならない）」と述べる。なお、この引用文は、孟子に対する公孫丑の質

問である。孟子は「姑舍是（この話には触れずにしておこう）」として言及を避ける。問題は「体を具う」

についての概念だが、朱熹は、公孫丑の発言にみえる「体」を「全体」としている。つまり「具体」
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には「全体を具備する」といった理解が与えられていたことになる。「体」「全体」は、宋明学におけ

る術語としては極めて重要である。『哲学字彙』（1881 年、明治 14 年）を参照すれば「substance」の訳語

において「本質。太極」とあり、さらにその用例として明記されている「Universal substance」に「万

有本体」という訳語が当てられている。『近思録』に対する陳榮捷全訳Reflection on Things at Hand, 

Columbia Universty Press, 1967 によっても、「体」を「substance」と訳す用例がある（8 頁）。しかしなが

ら、これらはconcreteの概念と符合しているとは言えないであろう。もっとも、漢趙岐『孟子章句』に

よれば、「體者、肢股肱也」であり、「具體者、四肢皆具。微小也」とあり、『孟子集注』に加えられて

いた「猶」がなく、文字通り「身体的部位の全具されていること」として捉えられている。『漢語大詞

典』において「個別的で細微な事情を指す」とある「具体」の用例としては、東晋葛洪『抱朴子』備

闕、「若以所短棄所長、則逸儕拔萃之才不用矣。責具體而論細禮、則匠世濟民之勳不著矣」が挙げられ

ている。○抽象 西周に始まる日本語訳。『奚般氏心理学』（1879）第一区、第三部、第一篇、第二章、

第一に「抽象」の節題が見られる。『奚般氏心理学』は、約瑟･奚般（ジョセフ･ヘブンJoseph Haven）のMental 

Philosophy: including the intellect, sensibilities, and will.1857 の訳である。ヘブンは、大久保利謙氏、およ

び西自身による心理学翻訳凡例に記されているところによれば、「アメリカのシカゴ神学校神学教授、

アーマスト・カレッヂの知識・道徳哲学の教授を歴任した人」（『全集』巻一、8 頁）である。該書は『全

集』未収録。上･下本で、それぞれ「明治十一年二月」（1879 年）、「明治十二年二月」（1880 年）の文部

省印行である。国立国会図書館「近代デジタルライブラリー」上（http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/759708）・

下（http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/759709）を参照。これ以前に、1876 年文部省印行の『心理学』3 冊本が

ある。両版ともに、内容はほぼ同じだが、目次項目に若干の相異が見られる。また、1876 年版は、第

一区「智」までの訳出にとどまる。第二区「情」、第三区「意」は、1879～80 年版のみ見られる。「抽

象」の初出は、当該節題に至る以前、「緒言」第二篇、第二章「智力ノ分解法」中、左側に「アブスト

レツクト」とルビの付された「抽象ノ理」とある箇所になるであろう。○形質觀 『致知啓蒙』（『西周

全集』第一巻、398 頁）に、「形質觀〔quality〕」とある。また、既出の注「度量觀」を参照。 

 

 

其視識拒聽識、如專心觀劇、不暇辨絃歌之曲、聽識拒視識、如人語車聾妨看書、其他、嗅味覺亦此

類也、而五官相関之常埋、感覺拒知覺、如光線強射、物不可迫視、視聽之與嗅味為難兄弟、唯覺則

拒他四、如痛痒在身、不暇辨他事、其他、思念之旺、亦能拒絶他官具之用、如對棋之人、倒把煙竿、 

 

其の視識の聽識を拒むこと、專心に觀劇するときは、絃歌の曲を辨えるに暇あらざるが如し。聽識

の視識を拒むこと、人語車聾の看書を妨ぐるが如し。其の他、嗅味覺も亦た此の類なり。而して五

官相関の常埋なり。感覺の知覺を拒むこと、光線の強射するときは、物、迫視す可からざるが如し。

視聽と嗅味とは兄弟たり難しと為す。唯だ覺は則ち他の四つを拒むのみ。痛痒の身に在るときは、

他事を辨ずるに暇あらざるが如し。其の他、思念の旺んなるときも、亦た能く他官具うるの用を拒

絶す。對棋の人、煙竿を
さか
倒さに把るが如し。 

 

その視識が聴識を拒むということは、演劇を観ることにのめり込んでしまうと、弦歌の音曲を聞き

分けるだけの余裕がもてなくなるようなものだ。聴識が視識を拒むというのは、人の話し声や道行

く車の騒音で読書が妨げられるようなものだ。その他、嗅・味・覚もまたこれに類する。五官が互
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いに関わり合うのは、普遍的道理である。感覚が知覚を拒むのは、光線が強く射しているときに、

物を凝視することができなくなるようなものだ。視聴と嗅味とは兄弟にはなりがたい。ただ〔触〕

覚は、他の四つ（視聴嗅味の覚）をおしのける。痛さや痒さを覚えれば、［感じているその間は、］他の

事を弁別するだけの余裕がないようなものだ。そのほか、思念が旺盛であるときも、また他の感覚

器官に具わっているはたらきを拒む。対局中の人が、［思索に没頭するあまり、］
キ セ ル
煙管を逆さまにつか

むようなものだ。 

 

○絃歌 弦楽歌詠。「絃」は「弦」と同義。琴瑟のこと。礼楽教化を象徴するものとして理解されてき

た。例えば『論語』陽貨篇に「子之武城、聞弦歌之聲。夫子莞爾而笑曰、割雞焉用牛刀。子游對曰、

昔者偃也、聞諸夫子。曰、君子學道、則愛人、小人學道、則易使也。子曰、二三子、偃之言是也。前

言戲之耳。」とある。四部叢刊初篇等、版本によっては「絃歌」とある。孔子が、その弟子の子游が治

めていた小都市武城にて、弦歌を聞いた際のエピソードとされている。これによれば武城は鶏、弦楽

は牛刀とされる。牛は大都市に擬えられる。朱熹の注によれば、子游が、礼学を「教」としていたた

め、邑人たちの「弦歌」が聞こえてきたものとされている。「教」として、身分に関わらず「道を学ぶ」

ための「弦歌」というものが位置づけられている。その効果として、君子は「人を愛する」こととな

り、小人は「使いやすく」なる。「使いやすい」ということの理解については、『朱子語類』巻三十二

論語十四によれば、「分を知り、礼を知る」ということであり、それ故に「其の上に服事する」ことと

なる。西周の「絃歌の曲を辨える」ということは、その弦楽歌詠を、人を愛し、分に気付き、礼を知

るといった営みを自身に促す味わい
．．．

として弁える、といった脈絡として記しているものと推察される。

私見では、観劇における楽曲は、それに集中すればするほど、往往にして観劇上の演出として受け止

められやすい。つまり、楽曲は役者の演技を際立たせるものの、それによってさらに観劇に集中する

あまり、楽曲そのものがもつ味わい、「弦楽」の要素が希薄となるものと愚考する。○難兄弟 「難為

兄難為弟」で、二者に間に優劣は無く、負けず劣らずであることを言う。（『世説新語』）。ここでは、「兄

弟にはなりがたい」ということを、「双方比較対象として優劣をつけることのできるような関係にはな

い」という意味として理解した。 

 

 

盖情與欲攪動
意
卒識、其響動、率甚〈為常〉、其理法、同性者容之、異性者拒之、如自喜入樂則平易、

自哀入喜則〈硬〉難、又率悪性者、拒善性者則易、善性者、拒悪性者則難、如國忌行香蜀洛二黨之

爭、坡公嘲伊川、其由存於此、其他言語之官、與手足相拒、又手之作用、與足之作用相拒、此二者

為相拒尤
微
少者、是

由
以其部位懸隔、

共
●屬機器性也、便自動力之源由、下詳論之、但両足相拒、為體制

所不許、若両手一打一摩、則相拒為常、然練操稍久則得之、可
知
謂機関自動力之作用自別、非如視聽

不相容也、 

 

盖し情と欲とは〈意〉識を攪動し、其の響動は、率ね甚だしきを〈常と為す〉。其の理法は、性を同

じくする者は之を容るるも、性を異にする者は之を拒む。喜びより樂しみに入れば、則ち平易なる

も、哀しみより喜びに入るは則ち〈硬〉難なるが如し。又た率ね悪性なる者、善性なる者を拒むは

則ち易きも、善性なる者、悪性なる者を拒むは則ち難し。國忌に香を行うに、蜀洛二黨の爭い、坡

公の伊川を嘲るが如し。其の由は此に存し。其の他言語の官は手足と相拒み、又た手の作用と足の
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作用とは相拒むも、此の二者は相拒むこと尤も〈微なる〉者と為す。是れ其の部位の懸隔し、〈共に〉

機器の性に屬するに〈由る〉なり。便ち自動力の源由なり。下に詳らかに之を論ず。但だ両足の相

い拒むは、體制の許さざる所と為るなり。両手の一打し一摩の如きは、則ち相い拒むこと常を為す。

然れども練操すること、稍や久しければ、則ち之を得。〈知る〉べし、機関自動力の作用、自ら別な

るにして、視聽の相い容れざるが如きには非ざるなり。 

 

思うに情と欲とが意識をかき乱すのだが、その影響は、いつも甚だしい。その理法は質を同じくす

るものについては許容し、性質を異にするものについては拒む。例えば、喜びから楽しみを抱くこ

とは容易いが、哀しみから喜びを抱くことは難しい。また、だいたい悪い性質の者が善い性質の者

を拒絶することは容易いが、善い性質の者が悪い性質の者を拒絶することは難しい。国忌行香のと

き、蜀洛の二党が争い、蘇東坡公が程伊川を嘲ったことなど、その理由はここにある。その他、言

語を司る器官は、手足と相互に拒み合い、さらに手の作用と足の作用とは相互に拒み合うが、この

二者におけるおしのけあいは極めてわずかでしかない。というのも、身体部位として両者は遠く離

れており、共に機器のもつ物理法則のままに動くものだからである。これこそ自動力（無意識的作用）

に基づく動きである。これについては以下に詳しく論じる。しかし、両足が相互に拒み合うことは、

身体の仕組みが許さない。もし両手のうち、片方が打ち、もう片方が擦ったならば、必ず相互に拒

み合うのが常である。しかしながら、しばらく鍛錬を繰り返してゆけば［同時に］できるようにな

る。機関がもっている自動力のはたらきは、自ずと異なるものであり、視ること聴くことが相容れ

ないのとは違うということを知るべきである。 

 

○国忌行香 皇帝皇后等の忌日に、仏寺や道観において、斎会を設け香を焚く国家的宗教儀礼。その

日官僚は行香に赴かねばならなかった。西周が想定しているのは、「伊川先生年譜」の注（『二程集』上、

中華書局、1981、2006 重印、343 頁）に見られる逸話であろう。『亀山語録』所載のものとして記されてい

る。次注の「蜀洛二党の争い」のなかで、蘇軾と程頤とに確執があった。言うまでも無いことだが、

蘇軾は、詩人としても書家としても第一級の評価が与えられるべき一大文化人であり、礼部尚書にま

で昇進した実力者でもある。一方程頤は、兄程顥と並び、宋学の成立においては、これまた最重要人

物の一人であるが、兄とは違い、もとは科挙に落第した処士であった。それが時の宰相司馬光の推挙

によって、経筵にあって皇帝に侍講した人物である。以下要約。「国忌行香において、素食とするか、

肉食とするかの問題が生じる。それは程頤が素食を主張したことに起因する。これに対し蘇軾は、『正

叔（程頤の字）は仏教を好んでもいないのに、なぜ素食なのか』と問うと、程頤は『礼では、喪に在れ

ば飲酒はしないし、食肉もしない。忌日は喪に連なっている』と応じる」。確かに、管見によれば、『礼

記』檀弓下篇には「行弔之日、不飲食食肉焉」とあり、弔いを行う日に食肉飲酒はしないとある。た

だし、一方で『礼記』喪大記篇には、喪中の期間によって、食肉飲酒の可否が決められてもいる。し

たがって、必ずしも、喪において食肉飲酒が絶対的に禁じられていたわけでもなかったようである。

閑話休題、『蘇軾は、程頤の見解を無視し、肉食の用意をさせる。その上で蘇軾は、官僚たちに、どち

らをとるのかを任せるのだが、ほとんどの者が食肉することとなる』。この一連の流れを受けて「内翰

蘇子瞻、因以鄙語戲正叔」となる。○蜀洛二黨之争 旧法党内部の争い。蘇軾、蘇轍兄弟の「蜀党」

と、程顥、程頤兄弟の「洛党」。元は一丸となって、王安石による新法（政治制度改革）に対抗していた

が、司馬光が没すると、旧法党は中心的存在を失い、内部分裂し始める。蜀・洛はその内の二党。○
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坡公嘲伊川 坡公は、蘇軾の敬称。号が東坡。伊川は、程頤の号。前述した注「国忌行香」も参照。

また、その前段に（「伊川先生年譜」『二程集』343 頁）、次のような逸話もある。やはり『亀山語録』所載

のものとして記されている。以下要約。「司馬光を弔う釈奠と、皇帝政務として行われる減罪赦免の事

業とが重なり、どちらを優先するかという問題が生じる。官僚達は、賀事のあとに弔いに赴こうとし

ていた。しかし、程頤は、『論語』述而篇『子食於有喪者之側、未嘗飽也。子於是日哭、則不歌』の『死

者を弔い日々哭する時には、歌わない』という孔子の発言に基づき、弔いにこそ往くべきだとする。

これに対してある者が、『論語』には『歌うのであれば哭さない』とは述べられていない、祝賀ののち

弔いに赴いても礼においては無害だ、と反論する。その際、蘇軾が『遂に鄙語を以て程頤を戯す』こ

ととなり、衆人は皆大笑いする」とある。程頤は儒学の理念に厳格であり、蘇軾は、現場現実に応じ

て弾力的な姿勢を見せているようにも思われる。○機器 西は、人の身体を、物理的法則に基づき作

動するものと見なしている。後に「蓋人身百體皆為機器、属解剖學上講究、悉可物理以解明之、固不

容疑」とある。○自動力 西の言う「自動力」は、「意識に関わらず起こる能力のこと」。後に「前所

曾掲出之
アウトマチツクアクシウン

自 動 力 、是為不関意識而發作之能力。譬如物來瞳前目瞤自發」とある。 

 

 

其他、有與意識之理法連結、而道德學中、為項要一術者、是工夫、而非理法也、故謂之術、學者修

之、以便用意、其功盖不浅尠、凡人接物處事、存意識要活潑專一、若反之、惰慢支離、乃不能視物

而明、聽事而聰、所謂聰明為聖云者、在此一術也、是雖為天性之德、苟勉焉、練磨、久得其效、唯

練磨之法、必始於視聽言動不苟且、 

 

其の他、意識の理法と連結して、道德學中に、項要一術を為す者有るも、是れ工夫にして、理法に

非ざるなり。故に之を術と謂ふ。學ぶ者、之を修めて、以て意を便用す。其の功、盖し浅尠ならず。

凡そ人、物に接し事に處するに、意識を存し活潑專一なるを要す。若し之に反し、惰慢支離ならば、

乃ち物を視て明らかにし、事を聽きて聰くすること能はず。所謂「聰明、聖と為る」と云ふ者、此

の一術に在るなり。是れ天性の德為りと雖も、苟しくも勉焉して練磨すること久しくして、其の效

を得。唯だ練磨の法のみ、必ず視聽言動は、苟且せざるに始む。 

 

その他、意識のあり方と結びつき、道徳学として、その主要なる一術を形成するものがあるが、こ

れは工夫であって、理法ではない。だからこれを手立て（術）という。学ぶ者はこの手立てを身に

つけることで、意を巧みに用いている。その効果は、思うに浅からぬものがある。人という存在は、

何かに接して事に取り組むのに、意識を活発かつ専一に保つことを必要とする。もしこれと逆のこ

ととなり、だらしなく散漫になれば、物事をハッキリと見分けたり、ハッキリと聞き分けたりする

ことなどできやしない。いわゆる「聡明、聖と為る」というのは、この手立てに基づくものなので

ある。つまり［視聴は］天性の徳であっても、できる限りの努力をして繰り返し鍛錬することによ

って、はじめてその効果を得ることができるのである。鍛練する手段は、必ず視聴言動をいいかげ

んにしないことから始まるということなのだ。 

 

○工夫 日本語の「工夫（くふう）」と異なり、宋学において「工夫」とは、「功夫」とも表記し、当

時の俗語で、「時間と労力をつかう、手間ひまかける」の意。邦語の実践、修業、努力などの意をすべ
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て含む。……朱子関係の文献にふんだんにみえ、朱子学が単に思弁哲学でなく、実践のそれであるこ

とを示す語のひとつ。」（三浦國雄『「朱子語類」抄』講談社学術文庫、p.37）。また、「宋学では、本来

の「性」の輝きを百パーセント発揮させるための努力・修業・実践のすべてを「工夫」と呼んでいる

が、その具体的方法が「居敬」と「窮理」であった。「居敬」とは心身を集中専一の状態に保って「性」

を涵養すること、……」（同 p.88）とあるのも参照。〇術 西周は、『百学連環』の中で、「学」と「術」

とを区別して、「術たるものは、……何事にもあれ、實事上に於て其理を究め、如何にしてか容易く仕

遂くへき方便をさして、是を術といふなり」と言う。ちなみに、「学」とは、「知ることの積ミ重りな

りといふとも、唯タ徒らに多くを知るを以て學となすにはあらさるなり、何事にもあれ、其源由より

して其眞理を知るを學となすなり」と言う。（『西周全集』巻四巻、43 頁）。「學は……何事にもあれ、

其眞理を明白にし、其根元よりして、既に何等の物たるを知るを云ふなり、術は……何物にもあれ、

其成り立所のものゝ根元を知り、且つ其成り立所以の理を明白に知ると言ふなり」（43-44 頁）更に、

譬えを挙げて、両者を区別していう。「彼處に一人の病人あり。軍中にて足ヲ銃丸にて打たれしと言ふ、

故に今醫者を招きて療治するに、醫者の人體の筋骨皮肉五臓六腑の組立を知るは學なり、さて其銃丸

に打たれし足を治せんに、元より筋骨の組立はよく知る所なれば、其の銃丸を如何にして抜き取り得

へきを工夫し得て、是を療治す是即ち術なり」（44 頁）。○道德學 西周は、「人生三寳説」において、

「道徳学」に「モラリチー」というルビを付している（『西周全集』第一巻、528 頁）。「道徳」「道徳論」

には「モラール」（同前、514 頁）とある。また「道徳」に対する別の用例として、「心理説ノ一斑」（同

前 588 頁）においては、「モラル」のルビがある。morale と moral とを、同じく「道徳」として表現して

いるものと言えるであろうか。ただし「モラール」においては、「哲學道德」、「人間道德」など、四字

構成の語に対して付されるといった特徴が窺われる。さらには、「道徳」「道徳学」には、ルビの付さ

れていないものも散見される。それもルビ付きの語の後に出てくる字句に対してだけでなく、それ以

前に見られる諸語においても確認される。このルビ無しの「道徳」等については、伝統的な「道徳」

観として読み込んで差し支えないということにもなるであろうか。伝統的用法としての「道徳」は、

古くは『老子道徳経』における「道経」「徳経」の二つの篇名として知られる。それが諸子百家のうち

では『韓非子』（五蠹篇）等にも見られるようになる。「上古競于道德、中世逐於智謀、當今爭於氣力」

などである。道家の思想には、「無為自然」なる「大道」を天地万物の根幹として重んじ、言語をはじ

めとする人のあらゆる作為・作為性を否定してゆく傾向がある。道家は「道」に則した人間観を提示

しはするが、それは個人の位相において見れば、いわば無欲主義に他ならず、各自の欲望や人情に対

する人の飽くなき充足志向が、「道」に反する元凶となり、自然秩序を乱しゆく根本と見なされるに至

る。かかる見解は、欲望を滅却していくことで「大道」を体現できる、とするある種の信仰を醸成す

ることとなる。韓非子に代表される法家は、その欲望否定の人間観を引き継ぎ、「刑名法術」を発展さ

せてゆく。国家統治においては、人間性に理想を求めず、「法」に基づく整然たる秩序を理想とするに

至る。しかしながら儒家は、人間本性に真実を認め且つ信じ、「道徳」を人間性のうちに捉え直そうと

する。『中庸』にて「道徳」は、「天下之達道」「天下之達徳」というように、道家と同様に二分されて

いる。しかし、『中庸』首章の「喜怒哀樂之未發、謂之中。發而皆中節、謂之和。中也者、天下之大本

也。和也者、天下之達道也」を基本とした上で、第二〇章「天下之達道五。所以行之者三。曰、君臣

也、父子也、夫婦也、昆弟也、朋友之交也。五者天下之達道也。知･仁･勇三者、天下之達德也。所以

行之者一也」とあるように、「道・徳」は、儒家が捉えた人間的営み（行）における「人間性」を祖述

する語として理解されている。朱熹『中庸章句』では、「達道者、天下古今所共由之路。即書所謂五典、
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孟子所謂父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信、是也。（達道は、天下古今の誰もが歩んで

いる路である。書経にいわゆる五典、孟子がいう親子関係を成立させる親しみの思い、君臣関係を成立させる各自

然るべき役割を堅持しようとするその思い、夫婦関係を成立させる互いの相異を尊重するその思い、長幼関係を成

立させる序列を意識するその思い、朋友関係を成立させる互いを信頼するその思いがこれだ）」とあり、さらに

「知、所以知此也。仁、所以體此也。勇、所以強此也。謂之達德者、天下古今所同得之理也（「知」の

はたらきは「これ」（達道）についてを知る手立てとなり、「仁」のはたらきは「これ」（達道）を身体的に会得し

実践する手立てとなり、「勇」のはたらきは「これ」（達道）を強くする手立てとなる。これを「達徳」というが、

天下古今の誰もが同じく獲得している理である。）」とある。そして「一則誠而已矣。（一というのは誠にほかな

らない）」と続いている。如上のとおり、『中庸』経文に示されている内容を解説しているが、これらを

要すれば、「達徳」を実現する手立ては「誠」、ということになる。さらに「達道雖人所共由、然無是

三德、則無以行之。達德雖人所同得、然一有不誠、則人欲閒之、而德非其德矣。（達道はいかなる人でも

基づいているところだが、この知仁勇の三徳が無ければ、達道を実践することはできない。達徳はいかなる人でも

獲得しているものだが、達道に同じくしようとして「誠」とならない場合には、人欲が介在し、徳は達徳ではなく

なる）」と続く。そして最後に次のようにまとめられる。「程子曰、所謂誠者、止是誠實此三者。三者之

外、更別無誠。（程子はいう、「所謂誠というのは、ただこの三者を継目なく確かなものとすることである[＝誠実]。

この三者以外に、別概念として「誠」というものはあり得ない」と）」。『中庸章句』の内容を『中庸』経文と

総合して理解すれば、自ら獲得している徳として、「達徳」（＝知･仁･勇）を渾然一体のものにして「誠

実」に実行すること、それが「達道」を実践する手立てとなる。すなわち、ある行為において、知仁

勇の三徳が調和されると、それこそが「誠実」というものであり、それが「達道」として提示されて

いるあらゆる人間関係を円滑に導く手立てとなる。「達道」を実現する「達徳」の核心は、知･仁･勇を

継目なく確かなものとして調和し発揮すること、つまり「誠実にする」ということになる。朱熹がい

う「誠実」は、現代語におけるような、二字によって人格そのものを直接に表現する語というよりは、

知･仁･勇が調和される人格のありようを祖述した語であると言えるであろう。「誠実な人柄」というよ

うな現代語における理解は、かかる「調和」が成り立っているというその成果、に着目して言われる

ものと考えられる。ところで、西周はこの文脈上、「連結」において、「道徳学」を位置づけているよ

うに見受けられるが、この「連結」という概念は、如上のような伝統的道徳観に見られる「誠実」と

いう概念にも類似しているか、あるいは背景としているもののように思われる。○活潑 西周のこの

文脈に示されているような「活溌」、すなわち「外物に接し、事態に対応しようとする際に、心が活発

化する」といった思惟構造に位置づけられる「活溌」は、二程の「活潑潑地」という表現を受け、朱

熹が「中庸或問」等に示したように、宋学以降の人間観における鍵概念の一つである。それには次の

ように理解されている。「其曰『必有事焉而勿正、心之意同活潑潑地』、則又以明道之體用、流行發見、

充塞天地、亘古亘今雖未嘗有一毫之空闕、一息之閒斷、然其在人而見諸日用之閒者、則初不外乎此心。

故必此心之存、而後有以自覺也。『必有事焉而勿正、心活潑潑地』、亦曰、此心之存而全體呈露、妙用

顯行、無所滯礙云爾。（程子が「［『孟子』公孫丑上篇に記されている］『必ず事態に際してこれだという先入観を

もって臨んではいけない』とは、心のはたらきとしては、活溌発地と同じものである）」と述べていたのであれば、

さらに、道の本来的在り方とその作用とが、万物に展開して現れ、天地に充満し、いつの時代においても毛筋ほど

の空隙、一息の間断すらあったためしのない、と言うことは明らかであるが、しかし、人にあってこれを日常生活

の現場に見ようとするならば、初めからこの心をおいて他にはない。故に必ずこの心があるからこそ、自覚が起こ

るのである。「『必ず事態に際してこれだという先入観をもって臨んではいけない』とは、心のはたらきとしては、
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活溌発地と同じものである）」というのは、はやりこの心があることによってそこに「全体」が露呈され、すぐれ

たはたらきがハッキリと行われ、滞ることがない、ということなのである）」。すなわち、「活溌」は、従来心の

はたらきにおいて言われてきた語であり、それは心の「自覚」的作用に類する。心は活溌なるはたら

きを発している場として理解されるが、その活溌さは、実は、天地の「流行発見」に即しているもの

でもあるという。それは換言すれば「万物」を「万物」たらしめているはたらきであり、それは、そ

の万物の存立に共通しているはたらきという意味において「全体」である。心のはたらきは、天地に

満ち、天地万物を成立せしめている気の在りよう・はたらきと全く同質一体のものとしての、人にお

ける領分として自覚的に理解されてきた。これを西が如何に捉え直していたかといった問題について、

今後探究していきたい。○惰慢 だらけて怠ける。『礼記』楽記篇「惰慢邪僻之気」。ここでは、「活溌」

と対比的に用いられており、天道流行のはたらきとは別のはたらきとして、支離に陥るさまそのもの

となる。○所謂聰明為聖 管見では「聰明為聖」の四字を確認することはできなかった。これに類す

るものとしては、『書経』洪範に「明作哲、聰作謀、睿作聖」とある。蔡沈の『書集伝』に、「明者、

無不見也。聰者、無不聞也。睿者、通乎微也。……聖者、無不通也。」とある。また、『中庸』三十一

章には、「唯天下至聖、為能聰明睿知、足以有臨也。寬裕溫柔、足以有容也。發强剛毅、足以有執也。

齊莊中正、足以有敬也。文理密察、足以有別也」とある。 

 

 

 

英語謂之壓單俊、言傾向也、漢語謂之注意、言傾注意識也、儒家之言、即周人古言、意在事、又專
在
就心、

＊
竝謂之敬、「敬

論
事而信」、言所敬在事、「敬

易
以直内」、言所敬在心、又注意於言行、曰慎、日謹、

「慎
論
言其餘」、慎言也、「慎

論
行其餘」、慎行也、「便々言

論
唯謹爾」、謹言也、此二字、皆可折字以釋其

義、 

＊（頭注）「敬、對人而言、事親而敬、事上而敬之類。（改行）丹書曰敬勝怠者吉」 

 

英語之を壓單俊と云ひ、傾向を言ふなり。漢語之を注意と謂ひ、意識を傾注するを言ふなり。儒家

の言、即ち周人の古言に、「意、事に在り」、又た「專ら心に〈在り〉」、
＊
竝びに之を敬と謂ふ。「事

を敬ひて信あり」〈論〉とは、敬する所は事に在るを言ふ。「敬して以て内を直くす」〈易〉とは、敬

う所は心に在るを言ふ。又た言行に注意するを、慎と曰ひ、謹と曰ふ。「慎みて其の餘りを言ふ」〈論〉

とは、言を慎むなり。「慎みて其の餘りを行ふ」〈論〉とは、行ひを慎むなり。「便々として言ふ。唯

だ謹みのみ」〈論〉とは、言を謹むなり。此の二字、皆な字を拆きて以て其の義を釋す可し。 

＊（頭注）「敬は又た人に對して言ふ、「親に事えて敬、上に事えて敬」の類なり、（改行）丹書に、「敬、怠

に勝つは吉なり」と曰ふ。」 

 

英語ではこれを壓単俊（attention･アテンション）といい、「傾向」という。漢語ではこれを「注意」と

言い、意識を傾注することを言う。儒家の言葉、つまり周代の人々による古言では、「意識は行為の

上に注がれ」、そしてまた「もっぱら心に注がれる」、両者共に「敬」について述べているものであ

る（＊頭注に、「敬は、また人に対して言えば、『親に事えて敬い、上に事えて敬う』といった類である。丹書

に、『敬、怠に勝つは吉なり』とある」）。「事に敬して信あり」〈『論語』学而篇〉とは、「敬」が行為にお

いて成立することを言ったのである。「敬して以て内を直くす」〈『易』乾卦文言伝〉とは、「敬」が、
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心において成立することを言ったのである。またさらに言葉と振る舞いとに注意することを「慎」

と言い、「謹」と言う。「慎みてその余りを言う」〈『論語』為政篇〉とは、［過たぬよう］その言葉を慎

重にすることであり、「慎みて其の余りを行う」（『論語』為政篇）とは、［過たぬよう］その振る舞いを

慎重にすることであり、「便々として言うも唯だ謹むのみ」〈『論語』郷党篇〉とは、［表現が節度に適う

よう］言葉を謹むことである。この［「慎」「謹」の］二字は、いずれも字義（「忄」＋「真」、「言」＋「菫」）

を解析してその意味を理解するべきである。 

 

○壓單俊 attention。手許の『ジーニアス英和大辞典』によれば、「初 14c；attent(d)＋tion」とある。

また、「attend」は、「初 14c；ラテン語 attendere. at-(…に)＋-tend((足を)伸ばす、（心を）向ける）」

とある。○傾向 『漢語大詞典』には、1「傾心向往」、2「猶信賴、倚重」、3「偏於贊成；偏向」、4「猶

趨勢」、5「指思想觀點所體觀的方向」の五つがある。近似する 1 についての用例として、「宋蘇軾《與

大覺禪師璉公書》：“人至，辱書，伏承法候安裕，傾向傾向」とある。○注意 心神をある一つの方面に

集中すること。『漢語大詞典』「留意。謂把心神集中在某一方面。『史記』田敬仲完世家論「『易』之為

術、幽明遠矣。非通人達才孰能注意焉」などとある。○周人古言、意在事～竝謂之敬 「意在事」に

ついては、例えば、『書経』洪範に「敬用五事」とある。また、舜典に、「帝曰、契、百姓不親、五品

不遜。汝作司徒、敬敷五敎在寬。」とあるが、蔡沈の『書集伝』に、「敬、敬其事也。聖賢之於事、雖

無所不敬、而此又事之大者。故特以敬言之。」とある。また、「専在心」については、皐陶謨「敬哉有

土。」の伝に、「敬、心無所慢也。有土、有民社也。言天人一理、通達無閒、民心所存卽天理之所在。

而吾心之敬、是又合天民而一之者也。有天下者、可不知所以敬之哉。」とあるのを参照。○「敬事而信」 

『論語』学而篇「子曰、道千乘之國、敬事而信、節用而愛人、使民以時」。（孔子はいった「兵車千乗を出

すことのできる国を治めるということは、行事に然るべく取り組み雑念なく専念して民に信頼され、財用を節約し

て人々を大切に思いやり、農事を適切に把握して民に収穫させることなのだ」と）。試訳に関しては『論語集注』

「千乘、諸侯之國、其地可出兵車千乘者也。敬者、主一無適之謂。敬事而信者、敬其事而信於民也。

時、謂農隙之時。言治國之要、在此五者。亦務本之意也」を参照。『論語』は、孔子とその弟子の言行

録であるが、いずれも周王朝の人である。○「敬以直内」 『易』乾卦文言伝「直其正也、方其義也。

君子敬以直内、義以方外。敬義立而德不孤。直･方･大、不習无不利、則不疑其所行也（［『周易』坤卦に

ある］「直」とは、その真っ直ぐで正しき本体の在りようを意味しており、「方」とは、その道義にもとづいて的確

に切り盛りすることを意味している。君子は本体のはたらきをそのままに守り、内向きにはたらく心を正し、外向

きにはたらく心を的確に切り盛りする。本体のままなる内なるはたらきを守り、的確に切り盛りして外に実践する

ことが成り立ち、生得的なはたらきが自分一人の世界に閉じ込もることなく他者との関わりに際して盛んになる。

「直」（真っ直ぐに正す）、「方」（適切に切り盛りする）、「大」（一人の世界に閉じ籠もらず他者に開示し自然に盛

大になってゆく）が、繰り返し行わずとも状況に即して適宜適切なものであれば、その心のはたらきに疑念の生じ

る余地はない）」。試訳に際しては『周易本義』、「此以學而言之也。正、謂本體。義、謂裁制。敬則本體

之守也。直内方外、程傳備矣。不孤、言大也。疑故習而後利、不疑則何假於習。○傳曰、直、言其正

也。方、言其義也。君子主敬以直其内、守義以方其外。敬立而内直、義形而外方。義形於外、非在外

也。敬義旣立、其德盛矣。不期大而大矣。德不孤也。无所用而不周、无所施而不利。孰為疑乎」を参

考とした。『易』は、『周易』とも称される。『易』の成立については諸説あるが、朱熹の「本義序例」

によれば、易の図は九種ある。もとは天地自然の変化を模った図であり、古代の伝説的帝王伏羲が、

易図の原型であり、三爻からなる八つの図、「八卦」を作ったとされ、これを二つ重ねて六十四卦とし
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た。次いで周王朝の建国者である文王が、初めて文字による解説を付して「卦辞」とし、その子で初

代魯王となる周公が、六十四卦を構成する全三百八十四爻について、その一爻毎に爻辞を著した。さ

らに魯の孔子が伝を付して全篇にわたってその理解を補った（十翼）とされている。もっとも、これ

らはあくまで伝説であり、実際の事実と異なるとも言われるが、従来『易』は、周代思想の一端とし

て理解され、『周易』とも言われている。○「慎言其餘」 『論語』為政篇「子張學干祿。子曰、多聞

闕疑、愼言其餘、則寡尤。多見闕殆、愼行其餘、則寡悔。言寡尤、行寡悔、祿在其中矣。（子張の学びは

俸禄を求めることであった。孔子はいった。「多くの情報を集めて疑念を払拭し、明確になったことだけを慎み深

く発言すれば、相手に対する失敗は少なくなる。沢山の経験を重ねて心配事を払拭し、自信のもてることだけを慎

み深く行えば、後悔は少なくなる。発言するうえでは失敗を少なくしてゆくこと、行いにおいては後悔を少なくし

てゆくこと、俸禄というのはそういったなかで自然と得られるものだ）」。試訳に際しては『論語集注』「呂氏

曰、疑者、所未信。殆者、所未安。程子曰、尤、罪自外至者也。悔、理自内出者也。愚謂、多聞見者、

學之博、闕疑殆者、擇之精、愼言行者、守之約。凡言在其中者、皆不求而自至之辭。言此以救子張之

失而進之也。」を参考とした。○「愼行其餘」 前注に同じ。○「便々言唯謹爾」 『論語』郷党篇「孔

子於郷黨、恂恂如也。似不能言者。其在宗廟･朝廷、便便言。唯謹爾（孔子は、その生まれ育った地元では、

質実そのものだった。言葉を話すことのできない者のようでもあった。それが宗廟や朝廷では、流暢に発言した。

相手を敬って言葉を謹んでいたのだった）」。『論語集注』には、「恂恂、信實之貌。似不能言者、謙卑遜順、

不以賢知先人也。郷黨、父兄宗族之所在。故孔子居之、其容貌辭氣如此。便便、辯也。宗廟、禮法之

所在。朝廷、政事之所出。言不可以不明辯。故必詳問而極言之。但謹而不放爾。此一節、記孔子在郷

黨･宗廟･朝廷、言貌之不同」とある。○丹書曰敬勝怠者吉 『小学』敬身に引かれている。「丹書曰、

敬勝怠者吉。怠勝敬者滅。義勝欲者從、欲勝義者凶。（敬、怠に勝つ者は吉。怠、敬に勝つ者は滅ぶ。

義、欲に勝つ者は從い、欲、義に勝つ者は凶）」。もともとは、『大戴禮記』武王踐阼に見られる。「武

王踐阼三日、召士大夫而問焉、曰、『惡有藏之約、行之行、萬世可以為子孫常者乎』。諸大夫對曰、『未

得聞也』。然後召師尚父而問焉、曰、『昔黄帝顓頊之道存乎。意亦忽不可得見與』。師尚父曰、『在丹書、

王欲聞之、則齊矣』。王齊三日、端冕、師尚父（亦端冕）奉書而入、負屏而立、王下堂、南面而立、師

尚父曰、『先王之道不北面』。王行（西）折而（南）東面（而立）、師尚父西面道書之言曰、『敬勝怠者

吉、怠勝敬者滅、義勝欲者從、欲勝義者凶、凡事、不強則枉、弗敬則不正、枉者滅廢、敬者萬世。藏

之約、行之行、可以為子孫常者、此言之謂也。且臣聞之、以仁得之、以仁守之、其量百世。以不仁得

之、以仁守之、其量十世。以不仁得之、以不仁守之、必及其世』」。 

 

 

敬、慎、謹、大要就其意識所傾注、異其方、而異其言耳、畢竟是同一法子、而宋學亦重此工夫、訓

敬曰主一無適、其禪定、名曰
持
居敬、

明 道 教 人 静 坐 是 収 斂 意 識 手 段
盖取諸居敬而行簡也、禪定與

持
居敬、雖為事異、我之意識惺々活

潑、為頗相似也、邦俗曰
ツクル キヲ
着 レ 氣 、々亦意也、其雅言、曰

ス コゝロ
為レ心、以心辞為用言也、夫諸邦言語、雖

有異、所指則一、皆此意識者、居恆惺々、應事物周徧、而無惰慢之氣之謂耳、是固成德之一工夫、

入聰明之門也、而吾人、又以之為相人之一術、凡視察人材、〈察〉其人應事接物之際、視其意識之存

否奈何、一可以知其活動奈何、一可以兆其好尚、斯可以知其人、子曰、視其所以、觀其所由、察其

所安、人焉廋哉、人焉廋哉、是也、儒家之言、指意識活潑之德、謂之毅、
論
剛毅、

同
弘毅、沉毅等之毅、

指此工夫之成功、若有天性有此〈德〉之
光輝
德也、 
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敬、慎、謹は、大要、其の意識の傾注する所に就きて、其の方を異にして、其の言を異にするのみ。

畢竟是れ同一の法子にして、宋學も亦た此の工夫を重んず。敬を訓じて、主一無適と曰ふ。其れ禪

定にして、名付けて持敬と曰ふ。明道人に靜坐せしむるは是れ意識を収斂する手段なり。禪定と持

敬、事を為すに異ありと雖も、我の意識の惺々活潑なること、頗る相似するものと為すなり。邦俗

の着氣〈キヲツクル〉と曰へば、氣も亦た意なり。其の雅言に、為心〈ココロス〉と曰ふ。心辞を以

て 用言と為すなり。夫れ諸邦の言語、異ること有りと雖も、指す所は則ち一なり、皆な此の意識な

る者、
つ ね
居恆に惺々として、事物に應じて周徧し、惰慢の氣無きの謂なるのみ。是れ固より德を成す

の一工夫にして、聰明に入るの門なり。而して、吾人、又た、之を以て、人を
み
相るの一術と為す。

凡そ人材を視察するに、其の人、事に應じ物に接するの際に〈察し〉、其の意識の存否の奈何を視る。

一は以て其の活動の奈何を知る可し、一は以て其の好尚を兆す可し。斯に以て其の人を知る可し。

子曰く、「其の以する所を視、其の由る所を觀、其の安んずる所を察せば、人
いずく
焉 んぞ

かく
廋さんや、人

焉んぞ廋さんや」と。是れなり。儒家の言、意識活潑の德を指して、之を毅と謂ふ。剛毅〈論〉、弘

毅〈同〉、沉毅等の毅は、此の工夫の成功を指す。天性 此の〈德〉の光輝有るが若きなり。 

 

「敬」「慎」「謹」の大要は、その意識の傾きによって、その言い方を異にしているにすぎない。畢

竟、これらすべては同一の方法であり、宋学もまたかかる工夫を重んじている。「敬」を解釈して、

「主一無適」という。その禅定については、名付けて「持敬」と言う。程明道は人に静座をさせた

が、それは意識を引き絞っていく手段であった。「禅定」と「持敬」とは、実践の在り方に相違はあ

るものの、自分の意識が覚醒して活性状態にあるという点では、とてもよく似ている。本邦の俗言

で、「気をつける」と言えば、「気」は「意」と同じ意味である。雅言では「心する」というが、「心」

という字は、用言（動詞）である。そもそも諸国の言語は、言い方に違いはあっても、意味する内

容は一つである。いずれにおいてもこの意識というのは、常に覚醒していて、事物のあり方に対応

して遍く行き渡り、［対象への］散漫な理解の無いことである。これはもとより徳（人の生得的能力）

を完成するための一つの工夫であり、聡明の門に入るための入口である。そして我らは、さらにこ

れを人を観察するための一つの手段と見なしている。およそ人材を見極めるのには、その人が事物

に応接する際に、その意識がどのようなものであるのか、ということをみる。一つにはその活動が

どのようなものであるのかを知ることができるからであり、一つには［その意識に］その人の嗜好が

表われているからであり、これらによってその人物像を理解することができるからである。孔子は

言っている、「その人の所作ををみて、その行いの意図を観察し、その落ち着くところを察知すれば、

その人はもう隠しだてできない。どうして隠せるだろうか」（『論語』為政篇）である。儒家の言説は、

意識の活発なる徳を指して、これを「毅」と述べている。「剛毅」（『論語』子路篇）、「弘毅」（『論語』

泰伯篇）、「沈毅」などの「毅」は、この工夫が功を奏したことを示すもので、天性として、この徳

の光輝なるはたらきを固有しているというようなものである。 

 

○主一無適 元は『二程粹言』に見られる語句である。「或問敬。子曰、主一之謂敬。何謂一。子曰、

無適之謂一。何以能見一而主之。子曰、齊莊整敕、其心存焉。涵養純熟、其理著矣。（ある者が「敬」に

ついて質問した。先生は次のように答えられた。「主一を敬というのだ」と。では何が一であるというのか。先生

は言われた。「『無適』を一というのだ」と。では何をもって「一」を見出しこれを「主」とすることができるので

あろうか。先生は言われた。「『斉荘』（誠実に本性のままなるはたらきを外に発揮し、厳粛に、内にその本性を維
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持し続け、その緊張感を持続すること。『礼記』祭義篇に見える語）や、『整敕』（端正整然なるようす。『後漢書』

陳蕃伝に見える語）は、その心のはたらきそのものだ。そのはたらきを涵養してそれに精通するようになれば、理

が明らかになってくる」と）」。「主一無適」は、いわば「斉荘・整敕」であり、私欲に紛れることのなく

整然絶妙にはたらく本性のありようを、自ら努力して持続し続けること。現場現場に応じて、適切的

確に取り組めるよう絶妙にはたらく、臨機応変なる心本来の静動変化のありようが、私欲に紛れるこ

となく在り続けていることに、緊張感をもって自覚し続けること。前節注「敬事而信」の項、『論語集

注』学而篇にも「敬、主一無適」とある。○禅定  仏教用語。修行方法の一つ。中村元『佛教語大辞

典』には、「［S］dhyana [P]jhana の音写である禅と、意訳である定とを合成してできた語。心静かに瞑

想すること。六波羅蜜の第五。心静かな内観。心の計らいを静めること。瞑想。思念をこらすこと。

心を動揺させないこと。精神集中の修練。坐禅をして心を一点に専注する宗教的瞑想。坐禅によって

心身の深く統一された状態」とある。西周の理解に即せば、禅定と持敬とは、「主一無適」であり、意

識を傾注する主たる工夫としていることにおいて、同一のものと言うのであろう。○持敬 この二字

は、もと程頤がその重要性を指摘した語。朱熹によって顕彰された工夫。『朱子語類』巻九には、「持

敬是窮理之本。窮得理明、又是養心之助（持敬とは窮理の根本である。窮めることで理が明確になり、さらに

は心を養う助けとなる）」とあるよう、持敬は、窮理と同一的作用として理解することができる。朱子学

によれば、現今の動的世界の構成者は気であり、その「気」のあり方は、天道流行のはたらき方＝「理」

に即して存在している。その意味では、「理」は「心外」の理みならず、「心内」の理（＝性）にも一

貫している。かかる「理を窮める」のは他ならぬ自己＝心でしかあり得ぬが、その窮理が成り立つ根

本に、「持敬」が位置づけられている。前節注「敬事而信」に「敬者、主一無適之謂」（『論語集注』）と

あり、同じく前節注「敬以直内」に「君子主敬以直其内、守義以方其外。敬立而内直、義形而外方。

義形於外、非在外也。敬義旣立、其德盛矣」（『周易本義』）とあるのを参照のこと。外的世界に適切的確

に応じてゆくためには、当然、それに関わってゆく内的作用の「確かさ」がもとめられる。その「確

かさ」を人間本性に認めるところに、性善説（性即理）を宗とする朱子学の真面目があると言えるが、

この意味において、内的世界のありようの「確かさ」が、外的世界に適切的確に対応していく主体そ

のものとなり、内・外のあり方、すなわち、「持敬」・「窮理」という工夫が、不可分のあり方として認

められることとなる。○明道教人静坐 明道は、程顥の号。弟に程頤（号伊川）がいる。いわゆる「二

程」の一人。程顥が「静坐せよ」と述べた逸話は、次の「程氏外書」第十二「傳聞雜記」に見える。「謝

顯道習舉業、已知名。往扶溝見明道先生受學、志甚篤。明道一日謂之曰、『爾輩在此相從、只是學某言

語。故其學心口不相應。盍若行之』。請問焉。曰『且靜坐』。伊川每見人靜坐、便歎其善學。」（『二程集』

上、432 頁）。以下要約。「謝顯道という人物は、科挙の受験に向けた［暗記中心の］学習において、名の

知れた存在であった。彼は扶溝に赴き当地に住む明道先生にお会いして学を受けることに、篤い情熱

を抱いていた。明道は『君たちは当地で私に追随して、私の言葉を学ぶという。だからこそ、その学

びは口に出して言う言葉と裏腹なものになってしまっているのだ。実践するべきである』と。その教

えを請うたところ、明道は『静坐せよ』と言った。伊川は人が静坐するのをみるたびに、せっかくの

静坐が漫然と繰り返されるだけものになってしまっていることを嘆いた。」○相人 人相をみる。『左

伝』。○居敬而行簡 『程氏遺書』巻十五に、「敬則自虛静、不可把虛静喚做敬。居敬則自然行簡。若

居簡則行簡、却是不簡。只是所居者已剰一簡字。」（『二程集』p.157）、同上巻二十二に、「居敬則自然簡。

居簡而行簡、則似乎簡矣、然乃所以不簡。蓋先有心於簡、則多却一簡矣。居敬則心中無物、是乃簡也。」

（『二程集』 p.294）とある。○子曰、視其所以～ 『論語』為政篇。「子曰、視其所以、観其所由、察
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其所安、人焉廋哉。人焉廋哉」。○剛毅 『論語』子路篇に、「子曰、剛毅木訥近仁。」とある。『論語

集注』によれば、「程子曰、木者質樸。訥者遲鈍。四者質之近乎仁者也。楊氏曰、剛毅則不屈於物欲。

木訥則不至於外馳。故近仁」とあり、「剛毅」とは、物欲に屈しない強い意志のこととなる。○弘毅 『論

語』泰伯篇に、「曾子曰、士不可以不弘毅。任重而道遠。」とある。『論語集注』では、「弘、寬廣也。

毅、強忍也」とある。○沉毅 「沈毅」。落ち着いていて、物事に動じない。『後漢書』祭肜伝に、「肜

性沉毅内重、自恨見詐无功、出獄数日、欧血死。」とある。 
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ある郷紳からエディンバラにいる彼の友人に宛てた一通の書簡 

最近出版された『人間本性論云々』と題されたある書籍で主張されていると 

言われる宗教と道徳に関する諸原理の実例についてのいくつかの所見を含む 

デイヴィッド・ヒューム 

翻訳：竹中 久留美 

 拝啓 

私は、最近出版された『人間本性論 実験的推理方法を精神的主題へ導入する試み』と題されたあ

る書籍で主張されていると言われる『宗教と道徳に関する諸原理の実例』を読み終えました。また、

『告発の概要』と呼ばれるものも読み終えました。あなたが私にお知らせ下さるように、いずれの

論説もしきりにばら撒かれてしまっているので、数日前にはあなたのお手元に届いたのではないで

しょうか。 

懐疑論や無神論などといった抗議の声は、しばしば最も悪しきの人たちによって最も善き人た

ちに対してあげられてきたので、いまやその影響すべてを失ってしまったということを、私は確信

しました。もしあなたが私に指図を下さらなければ、著者に対する一かけらの普通の正義のとして、

また、巨大な告発が感銘を与えてしまったであろう何人かの善意の人たちに誤りを悟らせるために、

このような傷つけられた抜粋集
、、、、、、、、、

に一言することなど、私は決して考えもしなかったでしょう。 

私は告訴を省略なく書き込み、その上で『告発の概要』と呼ばれるものを秩序立てて調べるつ

もりです。なぜなら、その『告発の概要』は全体の主旨を含むもうと目論んでいると思われるから

です。私はまた、進みながら『実例』も顧みるでしょう。 

宗教と道徳などに関する諸原理の実例 

著者は、彼の表題のページに（第 1 巻、J.ヌーン版、1739 年）タキトゥスの一節を次のような目的

のために書き入れている。「汝が望むように考え、汝が考えるように語り得る我々の時代の類稀な幸

福。 1」 

 彼は大衆に対する彼の敬意を以下の言葉で（諸言、2 ページ）表現している。「大衆の賞賛を私

は私の労苦に対する最大の
、、、

報酬とみなす。しかし、それがどのようなものであれ
、、、、、、、、、、、、、

、その判断を私の

最高の
、、、

教訓とみなそうと決意している。」 

 彼は、彼の哲学の概観を 458 から 470 ページで私たちに示している。「私は、私の哲学において

私が置かれているみじめな孤独に困惑している。 2― 私は、形而上学者、論理学者、数学者、さら

には神学者のすべての敵意に私自身をさらしてきた。 3― 私は彼らの体系について不賛成を言明し

てきた。 4― 私の目を内に向けると、疑念と無知しか見出さない。全世界が、私に反対し反駁する

ために共謀している。けれども、私の弱さは、私の意見すべてが、他の人々の賛意によって支持さ

れないならば、ひとりでにばらばらに崩れるのを感じることである。 5― 確立された意見すべてを

捨てる際に私が真理に従っていると、私は確信できるのだろうか。また、たとえもし幸運
、、

が私を最
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後には真理の足跡に導くとしても、私が真理を区別しようとするのはどんな基準によってであるの

か。私の推理のうちで最も厳密で正確なものの後に、私がそれに同意すべき理由を与えることがで

きない。さらには、それらが私に現れる通りの見方で対象を強く考察する強い傾向以外は感じない

のである。6―記憶、感覚器官、知性は、それらすべて想像力
、、、

に基礎づけられている。7― そのよう

に非恒常的で誤りのある原理が私たちを誤謬へ導くとしても、その変化すべてにおいて盲目的に従

ってしまう（そうせざるを得ないように）ならば、なんら不思議なことではない。 8― すでに示し

たように、知性は、それが単独でその最も一般的な原理に従って働くとき、自らを完全に
、、、

覆し、哲

学においてであれ日常生活においてであれ、どんな命題にも最低度の
、、、、

明証性も残さない。 9― 私た

ちは、誤った推理
、、、、、

と全く推理しないか
、、、、、、、、

の選択しか残されていないのである。10― 私はどこにいるの

か、また、私は何であるのか。私が私の存在を引き出すのは、どんな原因からか、そして、私が戻

るべきなのは、どんな状態になのか。私が得ようと努めるべきなのは、誰の好意なのか、そして、

私が恐れなければならないのは誰の怒りなのか。私を取り巻くのはどんな存在者か、そして、私が

何からの影響力を持っているのは、誰に対してなのか、あるいは、私に何らかの影響力を持ってい

るのは、誰なのか。私はこれらの問いすべてに当惑し、最も深い暗闇に囲まれ、あらゆる器官と機

能の使用をまったく奪われた、想像しうる最も悲しむべき状態にあると自分自身を空想し始めるの

である。 11―何ものかを推理したり信じたりする人たちすべてが確かにそうであるように、もし私

が愚か者
、、、

でなければならないとしても、私の愚かさは少なくとも自然で愉快なものにされるべきで

あろう。12― 人生の出来事すべてにおいて、私たちの懐疑をやはり私たちは維持すべきである。火
、

は温め
、、、

、水は冷ます
、、、、、

ということを、もし私たちが信じるならば、その他のことを考えるのが、あま
、、

りにも苦痛
、、、、、

を要するからだけである。それどころか、私たちが哲学者であるならば、懐疑的原理に

基づくのみ
、、

である
、、、

べきである
、、、、、

。13― 私は道徳的善悪の原理などを熟知するべき好奇心を持つことを

差し控えることができない。 14これらの事項にそのような悲しむべき無知にある、学識界
、、、

の状況を

私は心配する。人類への教示に貢献することについて、そして、私の発明と発見によって名
、、、、、、、、、、、、

を
、

得る

ことについて、私は私のうちに生じる野心を感じるのである。15― 何か他の仕事や気晴らしに自分

自身を所属させることで、私がこれらの情感を消し去ろうと努めるならば、快楽という点で失う者

になるであろうと、私は感じる。そして、このことが私の哲学の起源であるのだ。 16」 

 このような概観の通りに、彼は私たちに 123 ページで次のように述べる。「私たちの注意を出来

る限り私たち自身の外側へじっと向けてみよう。 17―私たちは決して本当には私たち自身を超えて

歩を進めることは出来ず、また、狭い範囲に現れてきた知覚以外、どんな種類の存在も想念できな

いのである。これが想像力の宇宙であり、そこで生み出されたもの以外のどんな観念も、私たちは

抱くことはないのである。 18」― それゆえ、「意見あるいは信念は、現前する印象に関係するある
、、、、、、、、、、、、、

いは連合する生き生きとした観念
、、、、、、、、、、、、、、、

である、と最も厳密に定義されうるであろう。19 そして、それは

私たちの本性の知的役割というよりも、より適切には感覚的行為である。20 」さらには、「信念は、

一般に観念の生気にあるにすぎないのである。 21繰り返せば、存在
、、

の観念は、私たちが存在すると

想念するものの観念とまさに同じものであるのだ。 22―私たちが形作りたいどんな観念も、ある存

在者の観念であり、ある存在者の観念は、私たちが形作りたい何らかの観念である。 23外的存在の

思念については、私たちの知覚とは種的に異なる何ものかとみなされるとき、その不条理を私たち

はすでに示してきた。24 また、心と呼ばれるものは、ある関係によって共に合一され、間違っては

いるけれども、完全な単純性を付与されていると想定された、さまざまな知覚の一塊あるいは集合

208　　�ある郷紳からエディンバラにいる彼の友人に宛てた一通の書簡



 

 

である。25」そして、「私たちが確信する唯一の存在は知覚である。26 私が私自身
、、、

と呼ぶものに最

も詳細に扱うとき、私はいくつかの特殊な知覚あるいは他の知覚にいつも遭遇する。27― 私は、ど

んな時であれ知覚なしには、私自身
、、、

を決して捉えられず、その知覚以外の何ものも
、、、、、、、、、、、

、決して観察す

ることは出来ない。28― もし誰かが、自分自身についての異なる考えを持つと思うならば、もはや

その人を説得することは出来ないと、私は告白しなければならない。29―残りの人類について、彼

らは、想念できない素早さで互いに継起し、絶え間ない流れと動きにある、さまざまな知覚の一束

あるいは集合であると、私はあえて主張してよいだろう。30」― こうして、このことすべてを至高

の心や第一原因の存在に適用することを読者が忘れないように、著者は原因と結果に関する長い論

説をする。その概要は次のようになる。すなわち、原因と結果に関する私たちの推理すべては習慣

にのみ由来する、というものである。すなわち、「もし誰かが、他を産み出す何ものかであると言う

ことによって、原因を定義しようとするならば、その人は何も言っていないことになるのは明らか

である。というのは、彼は産出によって意味するのは何であるのか。31 私たちは原因を、―他方に
、、、、

先行し近接するある対象であり、そこでは
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、後者に類似する対象すべてが前者に類似する対象に先
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

行し近接するという同様の関係に置かれる
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、
、
と定義できよう。32 あるいは、原因は、他方に先行し

、、、、、、、、、、

近接、かつ合一されているある対象である。すなわち、一方の観念が他方の観念を形作るように心
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

を決定し、一方の印象が他方のより生き生きとした観念を形作るように心を決定するのである
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。33」

これらのように明晰で平明な定義から、彼は次のように推論する。「原因すべては同じ種類のもので

あり、特に、動力因と必須
、、
原因との間の、あるいは動力

、、
因と形相因、質料因、例証原因、目的因と

の間の区別に根拠はないのである。34 さらには、ある種類の必然性があるにすぎず、精神的必然性

と物理的必然性の間の通常の区別は、自然のうちにはどんな根拠も持たない。35 そして、私たちが

しばしばなす力とその実行の間の区別も、同様に根拠を持たないのである。36 そしてまた、あらゆ

る存在の始まりの原因の必然性は、論証的にも直観的にもいかなる議論にも基礎づけられない。37 

結局、どんなもの
、、、、、

であれ何もの
、、、

も生み出しうる。創造、消滅、運動、推理、意志といったこれらす

べては、互いに生じうるし、私たちが想像できるどんな他の対象からも生じうるのである。38」こ

の不思議な妙薬
、、
を、430ページと 434ページで彼はしばしば繰り返す。再度彼は以下のように言う。

「より優れた本性であれより劣った本性であれ、何らかの結果に比例した力あるいは勢力を付与さ

れているものとして、何らかの存在者について私たちが語るとき、39― 私たちは本当はどんな判明

な意味も持っておらず、普通の言葉をいかなる明晰で明確な観念もなしに使用しているに過ぎない

のである。40 そして、もし私たちがいかなる対象のうちにも力あるいは効力の観念も本当には持っ

ていないならば、効力がすべての作用において必須であると証明することは、ほとんど役に立たな

いであろう。私たちは、そのように語るときに私たち自身の意味を理解せず、互いにまったく別個

な観念を、知らずに混同しているのである。41」彼は再び次のように言う。「原因の効力あるいは活

力は、原因それ自体のうちにも、神性のうちにも、これら二つの原理の協働のうちにも、位置づけ

られず、過去の事例すべてにおいて二つかそれ以上の対象の合一を考察する魂（あるいは知
、、、、、

覚の束
、、、

）

にまったく属するのである。その結合や必然性に加えて、原因の真なる力が位置づけられるのは、

ここである。42 そして結局、私たちは、原因と異なる知覚の間の結果
、、、、、、、、、、

の連接あるいは関係を観察す

るであろう。けれども、知覚と対象の間には決して観察できないのである。43」それゆえ、存在や

前者の何らかの性質から、私たちが後者の存在に関する何らかの結論を形作ることも、この点で至

高の存在者に関する私たちの推理を満足させることさえも、不可能であるのだ。存在し始めるもの
、、、、、、、、
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は何であれ、存在の原因を持たなければならない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

というこの原理が、至高の原因の存在への議論の

第一歩であるということは、十分に知られている。また、それなしには、その議論のさらなる一歩

を進めることも不可能である、ということも十分知られている。では、この原則を彼は探究するた

めに、そして「それは直観的にも論証的にも確実ではない 44」と示すために、141 ページから大変

な骨折りをしている。さらに、著者は次のように言う。「理性は、何らかのある対象の存在が他の存

在を含意するということを、私たちに決して納得させることはできない。それゆえ、私たちがある

ものの印象から他方の観念あるいは信念に移行するとき、私たちは、理性によってではなく、習慣

によって決定されるのである。45」先行するページの欄外の注で、彼は次のように述べている。「神

は存在するという命題において、あるいは実在に関する何か他の命題においても、実在の観念は、

私たちが対象の観念と合一し、合一によって一つの複合観念を形作ることのできるような別個の観

念ではない。 46」神性は宇宙の
、、、、、、

原動力であり、彼は第一に物質を造り、その原初的衝動を与え、同
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

様にその実在を支持し、そして、その運動を継続的に授ける
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、という原理に関しては、彼は以下の

ように言う。「この意見は確かにとても興味深いが、この場所でそれを吟味することは不必要だと思

われる。47― というのは、もし観念そのものが印象から引き出されるのであれば、神性の観念も同

じ起源に由来することになり、そして、もしどんな印象も勢力や効力を含意しないならば、神性の

うちにそのようないかなる能動的原理をも、発見したり想像したりさえすることは、等しく不可能

である。それゆえ、物質のうちに何ら効果的な原理も発見することはできないので、これらの哲学

者たちは、物質はそのような原理を付与されえないと結論するのだから、推理の同様の成り行きは、

至高の存在者からそのような原理を排除するよう、彼らに決定させるべきである。あるいは、もし

彼らが、実際にそうであるように、その意見を不条理で不敬であるとみなすならば、私は彼らに、

それを避けられる仕方を教えよう。それはすなわち、彼らはどんな対象のうちにも力や効力の十全

な観念は抱かないと、そもそも最初から結論すること
、、、、、、、、、、、、、、

によって、である。なぜならば、物体であれ

精気であれ、より優れた本性であれより劣った本性であれ、彼らはそのただ一つの事例も発見しえ

ないからである。48」さらに、著者は言う。「私たちは、何らかの力を付与された、ましてや無限の

力を付与された、どんな存在者の観念も抱かない。 49」 

 魂の非物質性に関して、（そこから、議論が、その本性的不死性、あるいは魂は物体のように死

滅によって消え去らないとみなされるところのものであるが、）著者は次のように述べる。「運動は

思惟と知覚の原因であり得るし、実際にそうであると、私たちは確かに結論しうる。50 どんなもの

も、何ものかの原因あるいは結果となりうるし、そのことは明らかに唯物論者に対してその反対者

を超える優位を与えるものである。51」しかし、さらにより平明に彼は言う。「思惟する実体の非物

質性、単純性、不可分性は、真なる無神論であり
、、、、、、、、、

、スピノザが至る所で評判が悪くするところの、

所感すべて
、、、

を正当化するに役立つであろうと、私は主張する。 52」この忌まわしき仮説は、事実一

般的となってきた魂の非物質性の仮説とほとんど同じものである。そして、また再び、スピノザの

体系において見出される不条理すべては、神学者の体系においても同様に発見されうるということ

を、著者は証明しようと努める。そして、彼は以下のように結論する。「危険で矯正できない無神論

への道を準備することなくして、魂の単純性や非物質性に向かって、私たちは一歩も進むことがで

きないのである。 53」 

 著者の道徳性についての所感を、私たちはT. ロングマンで 1740 年に印刷された第三巻におい

て見出す。そこで彼は私たちに言うのは次の通りである。「理性は、私たちの情念や行為に何ら影響
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しない。54 行為は、称賛あるいは非難されるべきものであろうが、それらは理性的
、、、

でも非理性的
、、、、

で

もありえない。55 宇宙のうちの存在者すべては、それら自身において考察するならば、互いにまっ

たくばらばらで独立したものに見える。私たちがそれらの影響や結合を学ぶのは、ただ経験によっ

てのみであり、この影響を、私たちは経験
、、

を超えては決して
、、、

拡張すべきではないのである。 56」 

 著者は、正義は自然的美徳ではなく、人為的美徳であるということを証明するのに、37 ページ

から骨を折っており、そのために一つのきわめて異様な理由を示している。「正義の法は、普遍的で

完全に不変であるので、自然から決して引き出されえないと、私たちは結論できる。57 （著者が言

うには、）数日中に返済するという条件で、ある人が私にある額の金を貸したとしよう。さらに、同

意した満期の後に、彼がその金額を要求するとしよう。私はその金を返済すべきどんな理由あるい
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

は動機があるのか
、、、、、、、、

、と私は尋ねる。 58  公共の利益が、正義の規則の遵守に自然に帰せられるので

はなく、これらの規則の確立のための人為的な申し合わせの後に、ただ結び付けられるだけである。
59 自然が詭弁を確立し、それを必然的で不可避なものにしてしまったと私たちが認めない限り、正

義や不正義の意味は、自然から引き出されるのではなく、教育と人間の申し合わせから必然的では

あるけれども、人為的に生じるということを、私たちは認めざるをえないのである。60 ここに、私

が思うに、確実なものとみなしうる命題がある。すなわち、正義がその起源を引き出すのは、自然
、、、、、、、、、、、、、、、、、

が人間の要求に対して不足して供給することに加えて、利己主義で人間の限られた寛容さのみから
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

である
、、、

。61 この正義の感覚が生じる印象は、人間の心にとって自然なのではなく、人為的で人間の

申し合わせから生じるのである。62 そのような申し合わせなしには、誰も正義のような美徳がある

ということを夢にも思わず、自分の行為を美徳に一致させようと仕向けないであろう。何か一つの

行為を取り上げてみても、私の正義は、あらゆる点で有害であるかもしれない。つまり、私がその

美徳を受け入れようと思えるのは、他の人が私の例をまねるであろうという想定のみである。なぜ

ならば、この組み合わせだけが、正義を有益なものにすることができ、正義の規則に私自身を一致

させる何らかの動機を私にもたらすことができるからである。63 そして、一般には、人間の心には、

個人の性質や勤め、あるいは私たち自身との関係とは独立した、単にそれ自体での人類への愛のよ
、、、、、、、

うな
、、

情念はない、と主張されうる。 64」 

 ホッブズ氏は、他の自然な責務すべてをばらばらにぐらつかせようと腐心したが、それでも、

約束と約定に対する責務を残すことは必要だと思った、あるいは残そうとした。しかし、私たちの

著者は、大胆な一撃を加えている。「約束の履行を強いる道徳性の規則が自然的ではないということ

は、証明しようとしているこれら二つの命題から十分に表れるであろう。すなわち、人間の申し合
、、、、、、

わせがそれを確立する以前は、約束は理解できないものであろう
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、ということと、たとえ約束が理
、、、、、、、

解可能だとしても、何らかの道徳的責務も
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

伴わないであろう
、、、、、、、、

、ということである。 65」そして、彼

は次のように結論する。「そのような約束は、何ら自然な責務を課さない。 66」そして、「私はさら

に注視しよう。あらゆる新しい約束は、約束をする人に道徳性の新しい責務を課し、この新しい責

務は、彼の意志から生じるので、想像されうる限り、最も不思議で不可解な作用の一つであり、実

体変化や叙階
、、

に例えられさえする。そこでは、ある形式の言葉が、ある意図を伴って、外的対象の

本性や人間的被造物本性さえまったく変えてしまう。67 結局のところ、（彼が言うに、）勢力はすべ

ての契約を無効にすると想定される 68ように、そのような原理は、約束がまったく自然な責務では

なく、社会の便益と利点のための単なる人為的な工夫であるということの証拠である。 69」 
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告発の概要 

 先に述べた実例から、著者が主張することははっきりしてくるだろう。 

 1.普遍的な懐疑論。（彼自身の経験を除いた）あらゆるものを疑い、確実性を伴うどんなものも

信じるふりをすることの愚かしさを述べる 458 から 470 ページの彼の主張を見よ。 

 2. 321、138、298、300、301、303、430、434、284 ページでの、原因と結果の教義を否定する

ことによって完全な無神論へと導く原理。そこではあらゆる実在の始まりに対する原因の必然性は、

論証的であれ直観的であれ、いかなる議論にも基礎付けられていないと彼は述べる 

 3.神の存在そのものと実在に関する誤謬。例えば、欄外注、172 ページにある、神は存在する
、、、、、、

という命題について（あるいは、それどころか、実在に関する他のどんなものについても）、「実在

の観念は私たちが対象の観念と合一していたり、合一によって複合観念を形成できたりする別個の

観念ではない」と彼は言う。 

 4.神は第一原因であり宇宙の原動力であることに関する誤謬。というのは、神性がまず物質を

造り、その原初的衝動を与え、同様にその実在を支持したという原理について、彼が「この意見は

確かにとても興味深いが、この場所でそれを吟味することは余計なことだと思われる」と言うから

である。280 ページ。 

 5.魂の非物質性を否定していること、そしてこの否定から生じる帰結について、彼は責めを負

うべきである。431、4、418、419、423 ページ。 

 6.正誤、善悪、正義不正義の間の自然で本質的な差異を否定することによって、道徳性の基礎

をむしばんでいることについて、彼は責めを負うべきである。つまり、その差異を単なる人為的な

ものにし、そして人間の申し合わせと契約から生じるとしているのである。5、19、128、41、43、

48、69、70、73、4、44 ページ。 

 

 ご覧のように、私は告発のいかなる部分も隠さず、私に伝えられた通りわずかな変化もなく、

『実例』と『告発』を書き込みました。そこで、私は『告発の概要』と呼ばれるものを秩序立てて

調べるつもりです。なぜなら、それは全体の本旨を含むもうと目論んでいると思われるからです。

私はまた『実例』も顧みるでしょう。 

 第一に、著者が責められている懐疑論
、、、

について、ピュロン主義者や懐疑主義者たちの教義は、

すべての時代で、人生における人の確固とした原理や導きに何ら影響しない単なる好奇心、あるい

はある種の知的遊びとみなされてきたことを、私は認めなければなりません。実際に、普通の理性
、、、、、

についての原則や、その人の感覚器官
、、、、

についてすら疑うふりをするような哲学者は、自分が本気で

はないことや、判断や行動の基準として勧める意見を提示するつもりなどないことを十分に断言し

ています。こういったためらいによって彼が意味することのすべては、単なる人間的推理をするも
、、、、、、、、、、、、

のたち
、、、

の自尊心を、もっとも明晰と思われる諸原理、そして自然の最も強い本能から彼らが受け入

れることを余儀なくされた諸原理に関してでさえ、彼らは十分な整合性と絶対的確実性を獲得する

ことはできない、ということを彼らに示すことによって減ずることです。それゆえ、私たちの自然

な機能の作用に関して、謙虚
、、

と謙遜
、、

は懐疑論の結果なのです。普遍的な疑念ではありません。それ

を支持することはどんな人であれできるものではなく、人生における最初で最も些末な出来事がす

ぐに混乱させ破壊するに違いありません。 
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 そういった心の枠組みが、どのようにして敬虔さを損なうのでしょうか。また、私たちの著者

が、彼の感覚器官の対象と同様に確かなものとしてみなしているのに、宗教の原理を否定している

と主張するのは馬鹿げているとしてはならないでしょうか。もし、私が今この上で書いている机が

私の前にあるということ同じほどに、私がこれらの原理を確信するなら、最も厳しい反対者によっ

てもこれ以上どんなものが望まれうるのでしょうか。あきらかに、懐疑論があらゆる物事を破壊す

ることによって勧めているように思われるかもしれないほどの途方もない疑念が、実際には何物に

も影響を及ぼしていないし、真剣に理解されることを今までに意図されたことはなく、単なる
、、、

哲学

的娯楽あるいは機知や機微の試みとして意味されたのです。 

 これは、主題の本性そのものによって示唆された構造です。しかし、彼はそれに満足したので

はなく、それをはっきりと断言しています。著者の懐疑論の証拠として『実例』で引用されている

そういった原理のすべては、数ページ後で積極的に否認されており、哲学的な憂鬱や妄想と呼ばれ

ています。これらは彼の言葉そのものであり、また彼の非難者のその見落としがきわめて思慮深く

思われるかもしれないのですが、それが全く驚くべきことと私には思われる程の不公正さなのです。 

 もし権威がどんな哲学的推理においても用いられるのに適しているのであれば、私はあなたに、

ローマ人の中でもキケロの権威と同じように、ギリシア人の中で最も賢明で最も宗教的なソクラテ

スの権威を引用できたでしょう。彼らはどちらも、哲学的疑念を最も高い程度の懐疑論にまで進め

ました。古代の教父たちのすべては、私たちの最初の宗教改革者たちと同様に、単なる
、、、

人間の理性

の弱さや不確実さを数多く提示しています。そして、（キリスト教の偉大な証明すべてを含んだ著書

『福音論証』でとても高名な）アヴランシュの学識高い司教ユエ氏は、同様にこのトピックそのも

のについてある書籍に書いています。その中で彼は、古代の懐疑主義者やピュロン主義者の教義す

べてをよみがえらせようと努めています。 

 実際に、アリウス派、ソッツィーニ派、理神論といったさまざまな教派の異端者たちのすべて

は、彼らがあらゆる物事の基準
、、

とみなし、啓示のより優れた光に服従させない単なる
、、、

人間の理性へ

の大きすぎる信頼から以外のどこに由来しているのでしょう。そして、このような彼らの自慢する

理性は、三位一体や受肉の偉大な神秘を説明するどころか、かえって、最も明白でよく知っている

原理においてさえ、それ自体の作用に関して十分に満足させることはできず、ある種の暗黙の信仰

に大いに陥るに違いない、ということを彼らに示すことによってよりも、敬虔さにとってより本質

的な勤めをなすことができるでしょうか。 

 Ⅱ. 著者は、主に存在し始めるものは何であれ、一つの存在の原因を持たなければならないと
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

いう
、、

原理を否定することによって、完全な無神論
、、、、、、

へと導く意見で告発されています。この告発が途

方もないという思いをあなたにお伝えするために、私は少し詳細に立ち入らなければなりません。

哲学者にとって、明証性の種類を直観的
、、、

、論証的
、、、

、感覚的
、、、

、精神的
、、、

にと区別するのは普通のことで

す。そうすることによって彼らは、それら明証性の間の差異を示したいだけ
、、

であって、その一つが

別の一つよりも優越していると表したいのではありません。精神的確実性は、数学的確実性と同程

度の高さの確信に到達し得ます。そして、私たちの感覚器官は確かに、すべての明証性のうちでも

っとも明晰で最も説得力のあるものの中に含まれるべきです。さて、あの命題の基礎を吟味するこ

とが実例で引用されたページでの著者の目的であるならば、それが論証的
、、、

あるいは直観的確実性
、、、、、、

に

基礎づけられているという普通の意見に、彼は異論を唱える自由を行使したのです。つまり、道徳

的明証性によって支持されており、すべての人は必ず死ぬ
、、、、、、、、、、

や太陽は明日昇るであろう
、、、、、、、、、、、

と
、

いった真理
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と同様のある確信に続くものであると主張しているにすぎないのです。このことは、あの命題の真

理を否定することと同じような事でしょうか。まさにその命題について
、、、、、、、、

疑うべき普通の感覚すべて
、、、、、、、、、、、、

を人は失って
、、、、、、

しまうに違いない
、、、、、、、、

ことです。 

 しかし、著者がそれを否定したとして、どうしてこのことが無神論を導く原理なのでしょうか。

自然の秩序や成り行きからのアポステリオリ
、、、、、、、

な議論は、つまりとても感覚的で、説得力があって、

明白なこれらの議論は、いまだ十分な力を持ったままであるということを示すのは、難しい問題で

はないでしょう。また、学識ある多くの人たちが把握することもできず、また敬虔で学識ある多く

の人たちがそれほど価値を示さないような、形而上学的
、、、、、

なアプリオリ
、、、、、

な議論以外には、それによっ

ては何ものも影響されません。ティロットソン主教はこの題目にある程度の自由を行使しました。

私はそれを私自身には認めるつもりはありません。そのことは「宗教的であることの知恵に関して」

という彼の素晴らしい説教の中にあって、そこで彼は「神という存在は論証によってではなく、精

神的明証性によって可能なのである」と言っています。あの敬虔な大司教は、その明証性の種類を

正確に区別しようとしただけであって、これらの主張によって神的存在の明証性を弱めることを目

論んでいたなどと、誰も偽らないことを私は望みます。 

 さらに言えば、神性の形而上学的議論でさえ、上述した命題の否定によって影響されることは

ありません。何らかの仕方で関わっていると想定されうるクラーク博士の議論のみです。その他多

くの同様の種類の議論は、いまだそのままです。例えばデカルトの論証は、常に他のものと同様に

確固として説得力があるとみなされてきています。さらに付け加えれば、大きな区別は、ある人の

積極的かつ公言した意見とそこから他の人たちが好んで引き出した推論の間に常になされるべきで

あるということです。著者が本当に上述の命題の真理を否定したとしても、（最も表面的な読者でも、

著者の頭に浮かんだと決して考え付かないけれども、）いまだ彼は、どんな哲学者であれ神的存在
、、、、

に

用いている何らかの議論を無効にしようと目論んでいるとして適切には非難されえないでしょう。

もし適切と思うならば彼が拒絶するであろうことは、単に他の人たちの推論と構造のみです。 

 それゆえ、ある命題にある種類の明証性を、別の明証性の代わりに割り当てることが、あの命

題を否定していると呼ばれ、神的存在のただ一種類の議論のみを無効にすることが積極的無神論と

呼ばれ、それどころか、その種類の一つの個別的議論のみを弱めることが全種類の議論を拒絶して

いると呼ばれ、他の人たちの推論が著者の本当の意見だとして彼に帰せられていることをお分かり

になれば、あなたは告発全体の誠実さについて判断できるでしょう。 

 粗さがしをする敵対者を満足させることは決してできないでしょうが、自然宗教の確固とした

議論すべてが原因と結果に関する著者の原理にその十分な勢力を保持しているということと、これ

らの議論を表現することや想念することの普通の方法を変更する必然性のないことを、もっとも厳

格な裁判官を納得させることは私には容易いでしょう。著者は実際に、経験による原因の作用につ

いてのみ私たちは判断でき、またアプリオリに推理するならば、どんなものも何ものかを生み出す

ことができるように思ってよい、と主張してきました。石が転がり落ちることや火が燃えることを、

もしこれらの結果の経験がなかったなら、私たちは知ることはできないでしょう。そして実際、そ

のような経験なしに、私たちは確かにある物事の存在を別の存在から推論できないのです。このこ

とは大きな逆説ではなく、何人かの哲学者の意見であったと思われ、その主題についての最も明白

でよく知っている情感だと思われるだけです。ですが、事実の問題に関するすべての推論はそのよ

うに経験に帰せられるけれども、そのような主張によってこれらの推論はまったく弱められず、人
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が単なる人間的推理に対してよりも彼らの経験に信頼したい気になる限り、反対により力強さを獲

得することが見出されるでしょう。私が順序を見るところではどこでも、そこに意図や工夫がある

ということを私は経験から推論します。そして、この推論に私を導く同様の原理は、私が建物にそ

の全体の枠組みや構造に規則性や美を観察するとき、その同様の原理は、宇宙の全組織に表されて

いる無限な技術と工夫から、ある無限に完全な建築家を私に推論させるのです。このことは、自然

宗教に関する書き手のすべてがこの議論を位置づけてきた見解ではないでしょうか。 

 Ⅲ. 無神論についての次の証明は、あまりに訳が分からないので、私はそれをどうみなすべき

か分かりません。私たちの著者は、現在の敬虔で学識あるクロインの監督にしたがって、私たちは

抽象
、、

あるいは一般観念
、、、、

を持っていない、と実際に主張しています。より正確に言えば、一般的と呼

ばれる観念は、一般名辞に添えられた特殊観念に過ぎない、ということです。たとえば、私が普通

にある馬について考えるとき、私はいつもその馬を黒いか白いか、太っているか痩せているかなど

として想念しなければならず、何らかの特殊な色や大きさのないある馬についての思念を形作るこ

とはできません。同様の論題を続ける中で著者が言っていたのは、あらゆる特殊な存在から区別さ

れる存在の一般観念はない、ということです。しかし、ある人はきわめて害のない命題に無神論を

見出すことのできるようなおかしな賢明さを持っているに違いないのです。このことは、私の意見

では、サラマンカ大学、すなわちスペイン異端審問の前では正当化されるかもしれません。確かに

私は信じているところでは、私たちが神性の存在を主張するとき、神の観念と結び付けたり、合一

によって複合観念を形成することができたりする、存在の一般抽象観念を形作りません。しかし、

まさにこのことこそ、存在に関するあらゆる命題に関わることなのです。それゆえ、この推理の成

り行きによって、あらゆる物事の存在を、私たち自身の存在さえも、私たちは否定しなければなり

ませんが、それについては少なくとも、私たちの著者は確信しているということを非難者自身も認

めるでしょう。 

 Ⅳ. 第四の告発に答える前に、私は哲学におけるある特殊な意見の短い歴史を述べる自由を行

使しなければなりません。自然のいくつかの結果や作用を人が考察するとき、彼らはそれによって

遂行された勢力や力を吟味するように仕向けられるでしょう。さらに、多かれ少なかれ宗教に好意

的な彼らの他の
、、

原理に従って、彼らはこの題目についてのいくつかの意見に分けるでしょう。エピ

クロスやストラトンに追随する者たちは、この勢力は物質のうちに本来的でもともと備わってあり、

また、むやみに作用するので、私たちが見る様々な結果すべてを生み出したと主張します。プラト

ン学派やペリパトス学派は、この命題の不条理を知覚しているので、すべての勢力の起源をひとつ

の始動因に帰します。それがまずその勢力を物質に授け、その作用すべてにおいて連続的に導いた

とされます。しかし、すべての古代の哲学者は、起源的であれ派生的であれ、物質の中に真なる勢

力があることに同意しました。つまり、私たちが火や食べ物といった物体の作用に続く結果である

燃焼や滋養を観察した時に、実際に、燃えたのは火であり、滋養があったのは食べ物であったりし

たことです。スコラ学者たちも、物体にある真なる力を想定しました。けれども、物体に授けられ

ていて、彼らが永遠創造とみなしていた存在の支持に対してと同様に、その作用に対して神性の連

続的協同が要求されました。デカルトやマルブランシュまで、起源的
、、、

であれ派生的
、、、

であれ、独立的
、、、

であれ協同的
、、、

であれ、物体は勢力を持たず、神意の目的のいずれかにかなうための神性の手の中に

ある一装置と物体は適切に呼ばれることさえできないという意見を誰も考慮しませんでした。先ほ

ど言及した哲学者たちは、機械原因という概念を代用しました。それによって、あるビリヤードボ
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ールがその推進力によって別のボールを動かすのではなく、神性が一般法則の遂行において第二の

ボールに動きを授けた機会に過ぎないということが主張されました。しかし、この意見はきわめて

無害であるけれども、大きな信用を決して獲得しませんでした。特にイングランドにおいてです。

そこでは、機械原因の概念は受け入れられた大衆の意見とあまりにも反対なものとみなされ、哲学

的議論によってほとんど支持されなかったので、単なる一仮説
、、、、、、

以外の何ものかとして認められませ

んでした。カドワース、ロック、クラークもこれについてほとんどあるいはまったく言及していま

せん。アイザック・ニュートン卿は、（彼の追随者の何人かは異なる思考の展開を持ってきています

が、）引力の原因として、神性の直接的意志ではなく、エーテル流体の仮説を代用することにより、

明らかに拒絶しています。要するに、このことは哲学者たちの議論に全く残されたままのある論争

であってきました。そして、それにおいて宗教が関わっているとほんの少しも想定されてこなかっ

たのです。 

 さて、（告発で言及された一節にある）「それは奇妙な意見であるが、それをここで吟味するの

は余計なことであるように思える」と著者が言うとき、彼が論じているのは、明らかに二次的原因

についてのこのデカルト的教義に関してです。 

 そこで扱われているその論題はいくぶん抽象的です。ですが、私は信じておりますが、読者の

誰かはこの主張の真理と、（告発で主張されているように）神が第一原因で宇宙の始動因であること
、、、、、、、、、、、、、、、、

を著者が否定しようとしてなどいないことに容易に気づくでしょう。著者の言葉が、それらが結び

付けられたままのような意味を持ちえないことは、私には明らかなので、この題目について、哲学

者としての私の小さな信用だけでなく、人生の普通の振る舞いでの信頼や信念に対する私の自負す

べてさえもかけて誓えます。 

 Ⅴ. 第五番目の項目についてですが、著者は、私が憶えているところではどこにも、普通の言

葉の意味で魂の非物質性を否定したことはありません。私たちは実体の判明な観念を全く持ってい

ないので、その問いが何か判明な意味を許容するものではないと、彼はただ言っているのです。こ

の意見は、バークリ監督においてと同様、ロック氏においてもいたるところで見出されます。 

 Ⅵ. 私は今や最後の告発にたどり着いています。それは、現代の哲学者の流行の意見に従えば、

確かに最も厳しいものとみなされるでしょう。すなわち、道徳の基礎すべてを著者が破壊したとい

うものです。 

 彼は実際、クラークやウォラストンが主張した意味において正誤の永久的差異を否定していま

す。すなわち、道徳についての命題は、私たちの内的な趣向や情緒の感じではなく、ただ理性の対

象であるという、数学や抽象的諸学の真理と同じ本性についての命題であると彼らが主張した意味

においてです。この意見において彼は、グラスゴー大学の道徳教授であるハチスン氏と同様にすべ

ての古代の道徳家たちを是認しています。ハチスン氏は、他の人たちとともに、この件で古代哲学

を再興させてきています。著者に汚名を着せるために、哲学的議論の断片的な一節
、、、、、、

を引用するとは、

なんと貧弱な策略でしょう。 

 正義は自然
、、

的
、

美徳
、、

ではなく人為的美徳
、、、、、

であると著者が主張するとき、彼はある不当な構造を受

け入れる言葉を用いていることに気付いているように思われます。それゆえ、定義
、、

と説明
、、

によって、

それを避けるために適切な方策すべてを利用しています。しかし、これらのことを彼の非難者は顧

みていません。自然的
、、、

美徳
、、

によって、彼は明らかに、共感と寛容、そして自然的本能によって直接

私たちが動かされるようなものと理解しています。また、人為的美徳
、、、、、

によって、彼は正義
、、

、忠義
、、

、

216　　�ある郷紳からエディンバラにいる彼の友人に宛てた一通の書簡



 

 

そして、自然的本能
、、、、、

と一緒に人間社会や他の人たちとの団結での一般的利益についてのある反省を

要求するようなものと理解しています。同じ意味において、お乳を飲むことは人間にとって自然的

行為であり、発話は人為的行為です。でも、この教義のほんの少しでも有害と想定されうるものが

あるでしょうか。正義が、その言葉の別の意味で、人間にとって自然であるので、人間の社会が、

さらにはどんな社会にいる個別の一員さえも、その意味すべてをまったく欠いてはいないと、彼は

明らかに主張してはいないでしょうか。何人かの人は、（私の意見ではどんな理由のないのだけれど

も）多くを本能
、、

に美徳すべてを基礎づけ、理性
、、

と反省
、、

をわずかしか認めないことで、ハチスン氏の

哲学に不快になっています。そのような人たちは、道徳的義務についてのきわめて多くの分派がそ

の原理に基礎づけられていることを見出して満足することでしょう。 

 著者は同様に、明確な用語で主張するのに用心してきています。人間は社会から独立した契約

に従う責務は負わないと彼が主張しているのではなく、ただ人間は社会から独立した契約を決して

結ばなかったであろうし、その意味さえ理解することもなかったであろうと主張しているのです。

ところが、私たちの著者が、約束が人間の申し合わせが確立するより前に理解されたとするなら、

それはどんな道徳的責務も伴っていなかったであろうということを、さらに証明しようとしている

ということが実例に見出されるのです。彼が道徳
、、

を、社会から独立した約束の責務を否定している

という拡張した意味で理解していないということに最も不注意な読者でも気づくに違いありません。

彼が上述したことを主張しているだけでなく、同様に正義の法は普遍的で、完全に不変なものであ

ると主張していることに気が付くならば、ですが。何らかの原始的な結びつけられていない状態に

ある人類が、何らかの仕方で私たちが契約や約束と呼ぶ物事の本性の知識に到達したとするならば、

もしこれらの契約を生じさせるような状況に置かれたのでなければ、この知識はそのような現実的

な責務のもとにそれらを据えなかったであろうということは明らかなことです。 

 残念ながら、私の記憶から引用せざるをえず、非難者と同じほど正確にページや章を言及でき

ません。私は勤め口でこちらへ来まして、一冊の本も携えてきませんでした。また、今はこの地方

では言及した書籍を入手することができません。 

 私があなたを煩わせてしまったこの長文の手紙は、あなたのご友人にもたらされた激しい告発

に対する直接の回答をというあなたのご要望を私が満たすものであればと、ある午前中にしたため

られました。そして、このことが、知らず知らずに入り込んでしまったかもしれないいくらの不正

確さをお許しいただけることと望んでおります。私は確かに、著者はその書籍の出版を遅らせたほ

うがよかったと考えております。というのは、それに含まれる危険な原理のためではなく、より熟

した考察でさらなる正確さと改訂によって、彼はそれをもっと不完全さを少ないものにしたに違い

ないからです。私は同時に、この機会に用いられてきたような技術によって誤解されないほどに正

確にあるいは無害に書かれうるものは何もないということに気付かざるを得ません。私たちの著者

の非難者がしたような不愉快な仕事を、特定の利益によって動かされることなしには、誰も引き受

けないでしょう。断片的で部分的な引用によって、大衆に対して自己正当化するに困難であるか、

ほとんど不可能などんな議論も、ましてやきわめて抽象的な本性の議論を曲解するにいかに容易い

かお分かりですね。大著から注意深く選ばれてきた言葉は、疑いなく不注意な読者に危険な様相を

呈するでしょう。そして、著者は、私の理解では、不注意な読者には入っていくことのできないよ

うな特定の詳細なしには、十分に自己防御できないでしょう。この見地の利点は、彼の非難者によ

ってあてにされてきました。そして、確かにこの機会においてより以上に濫用されたことはなかっ
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たでしょう。ですが、彼は一つの利点を持っていると私は信じています。それは彼の反対者たちが

誇ることのできるものの百ものがあります。すなわち、無害
、、
という利点です。さらに、彼がまた別

の利点を持っていることを私が望みます。すなわち、好意
、、
という利点です。もし私たちが、そこの

密告者や尋問者がそれだけ当然に普遍的憎悪を抱かれ、そこでの自由が、少なくとも哲学の自由が、

それだけ高く評価され尊重されるような自由の国に本当に生活しているならば。 

敬具 

 

あなたの最も従順で謙虚な僕より 

 

1745年 5月 8日 

 

 

 

 

 

 

これは David Hume.（1967）A Letter from a Gentleman to His Friend in Edinburgh, ed. Ernest C. Mossner 

& John V. Price, Edinburgh University Pressの試訳（書簡部分のみ）である。なお、編者注の訳出は、

人名とその関連事項に限られることもあり、今回は割愛した。 
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補足 

『ある郷紳からエディンバラにいる彼の友人に宛てた 

一通の書簡』成立背景と関連事項 

竹中久留美 

 

 

ヒューム自身によって『人間本性論』の要旨をまとめたものが、これまでに二冊出版されている

（あるいは二冊発見されている）。両者とも匿名出版であり、かつ第三者が『人間本性論』を弁護す

るという文体をとっている。一方は、『人間本性論摘要AN ABSTRACT OF A BOOK lately Published; 

entituled, A TREATISE OF Human Nature, &c. 1』（1740）である。これは、1933年にジョン・M・ケイ

ンズにより原物が発見され、ケインズとピエロ・スラッファPiero Sraffaによって復刊された。それ

までは、ヒュームの書簡で言及されてはいたものの、原物自体は発見されていなかった。また、著

者も特定されておらず、アダム・スミスがレポートとして書いたものとも言われていた。しかし、

ケインズによって、20世紀になってようやくヒューム本人による著作と確定されたものである。 

そして、ヒューム自身により『人間本性論』の要旨をまとめた二冊のうちの残るもう一方が、『あ

る郷紳からエディンバラにいる彼の友人に宛てた一通の書簡 A LETTER FROM A GENTLEMAN TO 

His Friend in Edinburgh 2』（1745）、通称『エディンバラ書簡』（以下、『エディンバラ書簡』と呼ぶ）

である。これは、1966 年 12 月にスコットランド国立図書館によってバーミンガムにある書籍販売

業者から発見された。その出所は、不可解な点は残るようだが、ベルファスト近郊のリスバーンの

ジョンストン－スミスJohnston-Smith氏の書庫にたどることができ、タイプと装飾という証拠から、

エディンバラのT. Lumisden and J. Robertsonによる印刷のパンフレットであると推定されている 3。

これも、ヘンリー・ホームHenry Homeに宛てたヒュームの 1745年 6月 13-15日付書簡 4での『エデ

ィンバラ書簡』の出版に関する記述と、またアーネスト・C・モスナーによってその存在の指摘は

あったものの 5、『摘要』と同様、その発見までそのパンフレットが存在していたということ以外は

知られていなかった。 

摘要のような形式の『エディンバラ書簡』は、不公正な告発に対するヒュームの哲学的原理につ

いてのヒューム自身による弁護となっている。『人間本性論摘要』も『エディンバラ書簡』も匿名出

版で第三者が書いている形式をとっているが、どちらも明らかにヒュームの思想と文体の特徴を帯

びているとされる 6。ただし、『エディンバラ書簡』は、語調においては『人間本性論摘要』より個

人的ではある 7。 

この書簡の最後で、『人間本性論』の性急な出版を悔やんでいる一節がある。「著者はもっと遅ら

せればよかった。その原理が危険だからではなく、不完全さをさらに訂正見直ししてより成熟した

ものにできたに違いないから」とヒュームは言っている。この悔いは生涯引きずり、ヒュームの死

の約 4か月前に書かれた『わが人生My Own Life』でも『人間本性論』は「印刷機からの死産dead-born 

from the press」と感じ、議論の内容より文体のせいで、あまりに早く出版したためだとしている 8。 
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現存するケインズとスラッファによって 1938年に（そして 1965年にオフセット印刷で再度）復

刻された『人間本性論摘要』は基本的な哲学的構想を概略するためのよく推敲された成果である一

方、反対に『エディンバラ書簡』は、「ある朝に作られたwas composed in one Morning」ものである。

おおよそ 7500語のこの書簡は、前半は『実例と告発』のそのままの引用であり、ヒューム自身は後

半のみ構成したのであるから、確かにかなり素早いのではあるけれども、「ある朝」だけでも書き上

げることが可能だと推測されている 9。 

『エディンバラ書簡』は、エディンバラ市長であったジョン・クーツJohn Couttsに宛てられたも

のである。クーツはヒュームの友人であった。医師として従軍するために、ジョン・プリングルJohn 

Pringleがエディンバラ大学の倫理学兼精神哲学教授職を辞任することに伴う後任の選出選挙に際し、

クーツはヒュームを候補者として推薦した。ヒュームは、それについてクーツから伝えられ受諾し

ていた。また、念願のアカデミックキャリアに就けることに関して楽観視していた。それはヒュー

ムの友人であるウィリアム・ミュアWilliam Mure of Caldwell 10への 1744年 8月 4日付書簡 11からも

明らかである。 

しかし、ヒュームの教授職就任に対して大きな反対論が起こり、当初は賛成派であったハチスン

すらも反対するなど、ヒュームにとっては思わしくない形勢となった。その反対派の主たる理由が、

ヒュームは『人間本性論』において無神論を説いたとみなされるというものであった。その反対運

動の中で書かれたのが、その時のエディンバラ大学学長ウィリアム・ウィシャートWilliam Wishart 12

が書いたとされる 13『実例と告発the Specimen and Charge』である。これは、『人間本性論』を抜粋

した上で、ヒュームが六つの哲学的罪業を犯していると告発するもの（the Sum of the Charge）であ

る。 

その六つの哲学的罪業とは次のものである。 

1. 普遍的懐疑論。 

2. 原因と結果の教義を否定することによって、完全な無神論へと導く原理。 

3. 神の存在と実在に関する誤謬。 

4. 神が第一原因であり、宇宙の原動力であることに関する誤謬。 

5. 魂の非物質性を否定し、この否定から生じる帰結について、彼は責められるべきである。 

6. 正誤、善悪、正義不正義の間の自然で本質的な差異を否定することによって、道徳性の基

礎をむしばむことについて、つまり、差異を単なる人為的なものにし、そして人間の申し

合わせと契約から生じるとすることについて、彼は責められるべきである。 

これらに反論するべく書かれたのが『エディンバラ書簡』である。この書簡がヘンリー・ホーム

の手元にも届き、エディンバラ大学教授職へのヒュームの就任予定に対して生じている反論に対抗

するために、「最後の熱心な努力 14」としてヘンリー・ホームHenry Home, Lord Kamesはこの書簡を

急いで出版した。『エディンバラ書簡』の日付が 1745年 5月 8日で、これが出版されたのが 21日で

ある 15。わずか 2週間弱の間に、ヒュームのエディンバラ市長宛て書簡が、何らかの形でヘンリー・

ホームにも届き出版までされたのであるから、大変な「熱心」さである。しかし、その「熱心」さ

もすべて無駄に終わっってしまう。またさらに、この努力が無駄に終わったことだけでなく、結果

的に、『エディンバラ書簡』において、『人間本性論』で述べたような宗教的懐疑論を抑えて、彼の

「常識」と「正統な」態度を強調し、『人間本性論』ではおろそかにした名前の名づけと著書（ヒュ

ーム）の過去と現在の文脈での位置づけを述べたことが無視されることになった 16。 
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ヒュームの『エディンバラ書簡』での反論は、まずウィシャートの『実例と告発』における『人

間本性論』からの引用が「傷つけられた抜粋集 maim’d Excerpts」（斜体原文）であるとして、この

『実例と告発』を全文そのまま引用することから始めている。その上で、帰せられた六つの哲学的

罪業について反論している。 

ヒュームによる反論をそれぞれ要約すると以下の通りである。 

1. 疑いによって、単なる人間的論考者の自尊心を抑止することだけである。我々の本性的諸

能力の諸作用に関しては謙遜と謙譲が懐疑論の結果である。 

2. 道徳的確実性は数学的確実性と同程度に明証的である。また感官による明証性はもっとも

説得的である。あらゆる存在者が原因を持つということは道徳的明証性によって支持され

る。太陽は明日のぼるのような命題と同じである。これを否定しても、無神論が帰結され

ない。 

3. バークリのように、われわれは正確に言ってなんらの抽象観念ないし一般観念を持たない

ということ、また一般と呼ばれている諸観念は、一般名辞に付加された特殊観念に他なら

ないということを主張した。我々が神の存在を主張するとき、存在の一般的抽象的観念を

形成し、それを神の観念と結び付け、またこの抽象観念が結合によって一複合概念を形成

できるというのではない。これこそ存在に関するあらゆる命題についての事態である。 

4. デカルトやマルブランシュは機械原因論の立場にあったが、この見解はイギリスでは支持

されなかった。神の直接的意思作用ではなく、一種のエーテル流動体の仮説を引力の原因

として持ち出すことにより、機械原因論が否認される。その意味で、神が宇宙の第一原因

であり、原初的作動者であるということを否認していない。 

5. いかなる箇所でも魂の非物質性を否認していない。この問題はなんらの判明な意味を受け

入れない、つまりわれわれは実体に関してなんらの判明な観念も持たないということ。 

6. 道徳的諸命題は、理性のもっぱらの諸対象と同一性質であるという主張を否定しているの

である。自然的美徳によって共感、寛大を意味し、また自然的本能によってわれわれが直

接導かれていくような諸美徳を意味している。そして、人為的美徳によって正義、忠誠を

意味し、自然的本能と並んで人間社会の一般的諸利益と他の諸利益との結合に対する一種

の反省を要求するような諸美徳を意味している。その意味で、言語は人為的行為である。

人々が社会に無関係なものとして契約を守る責務を負っていないということではなく、社

会と無関係では人々は契約を結ぶことはなかったであろうし、契約の意味さえ理解しなか

ったであろうということである。 

最後の告発は、『人間本性論』第三巻「道徳について Of Morals」に基づいており、それよりも 8

ヶ月早い 1740年 3月に出版された『人間本性論摘要』が当然扱えなかったもののひとつである。 

斎藤によれば、『人間本性論』は「認識論に関する著作」であり、かつこの『エディンバラ書簡』

を書く契機となったウィシャートによる『実例と告発』が「この著作（『人間本性論』）の内容が宗

教ならびに道徳に関する原理に関して、主として攻撃を受けたことを注目すべき」（丸括弧内筆者）

であるとし、そして「認識論即道徳論、宗教論であった事実を見落とすと本書の正しい評価は不可

能である」とする 17。上述のヒュームの反論を見る限り、確かにこの見解は説得力のないものでは

ない。そして、これに従うならば、この『エディンバラ書簡』は、『人間本性論』を解釈する上で、

きわめて重要な一次文献であるとしで取り扱うことができよう。 
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モスナーも言うように、ヒュームにとってその直接の目的（すなわちエディンバラ大学教授職選

に際してのヒューム反対派に対する自分自身による弁護）を果たし損ねたこととはいえ、それを後

の時代にとっても不要なものとする必要はないであろうし、それどころか私たちは、ヒュームがみ

なされたかったようにヒュームをみなし始めることができると言える。 

結局、その時の教授選では、ヒュームより 7歳年下のウィリアム・クレゴーンWilliam Cleghorn 18が

選出された。ヒュームの友人で 1764-85年に教授となったアダム・ファーガソンAdam Fergusonも、

「ハイランドの遊山旅行での対話Dialogue on a Highland Jaunt」にヒュームとともに参加したクレゴ

ーンに賛成を、ヒュームに反対を表明した 19。また当初は賛成していたフランシス・ハチスンも、

最終的に反対に回った。 

ヒュームは、『人間本性論』に由来する無神論というレッテルから逃れられず、生涯大学教授職が

得られなかった。しかし、モスナーによれば、ウィシャートによる告発に対するヒュームの応答は

価値のあるものである 20。確かに、この『エディンバラ書簡』を書いていたとき、ヒュームは手元

に『人間本性論』を持たずに記憶に頼って反論をしたことは、この書簡の中にも書かれている。確

かに、『人間本性論摘要』を書いたときよりも、むしろ『エディンバラ書簡』を書いた時の方が論理

的に考えなければならず、それゆえに、懐疑論、因果論、道徳性についてのヒュームの見解が、そ

れらが簡潔であると同時に明晰で率直な説明で新たに述べられているとみなすことができるのであ

る 21。 

この『エディンバラ書簡』は、現在出版物となっているものの代表的なもので、この書簡単独で

はE.C.モスナーとJ.V.プライスの共編版（Edinburgh University Press, 1967, 以下モスナー版）、『人間

本性論』の付録としてD.F.ノートンとM.ノートンの共編版（Oxford University Press, 2007, 以下ノー

トン版）、『人間知性研究』の付録としてS.バックルStephen Buckle編版（Cambridge University Press, 

2007, 以下バックル版）とある。モスナー版のみファクシミリ版で、他二つは活字版である。ノー

トン版は、ノートン編の巻末に付せられていることからであろう本文中に記載されたウィシャート

によるであろう『人間本性論』のページ数がノートン編のものに合わされており、バックル版は本

文中ページ数が一切削除されていたり、大文字の語頭が小文字になっていたりするなど、編者によ

り本文に多少の手が入ってしまっている。また、インターネット上にもエディンバラ書簡のテキス

トがいくつかのサイトで上がっている。信頼性の高いのはhttp://www.davidhume.org/texts/lg.html 22で

ある。これ以外にもいくつかあるが、それらはスペルミスがあるなどする。そのため、一次文献と

して扱うには不適当かもしれない。テキストを重要視するならば、ファクシミリ版であるモスナー

版、あるいはdavidhume.org版が適当であろう。テキストが書簡なので原注はないが、モスナー版に

は編者注がある。といっても、書簡内に表記された哲学者の紹介にとどまる。日本語翻訳版は、『奇

蹟論・迷信論・自殺論』（福鎌忠恕／斎藤繁雄訳, 法政大学出版局, 1985）に掲載されている。特に

訳注に関しては、上に挙げたものよりは充実している。 
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註
 
1 正式なタイトルは、“AN ABSTRACT OF A BOOK lately Published; entituled, A TREATISE OF Human Nature, 

&c. wherein The CHIEF ARGUMENT of that BOOK is farther illustrated and explained.”である。 

2 正式なタイトルは、“A LETTER FROM A GENTLEMAN TO His Friend in Edinburgh: containing Some 
OBSERVATIONS on A Specimen of the Principles concerning Religion and Morality, said to be maintain’d in a 
Book lately pu- blish’d, intituled, A Treatise of Human Nature, &c.”である。 

3 Mossner, 1967, xxv 

4 Hume, ed. Klibansky & Mossner, 2011, p.14-18 

5 モスナーは『ヒューム新書簡集 New Letters of David Hume』編者序論と『ヒュームの生涯 THE LIFE of 
DAVID HUME』初版において指摘していた。cf. Mossner, 1954, xiv 

6 Mossner, 1967, xxii 

7 Mossner, 1967, xxiii 

8 My Own Life. 現在では様々な版が出版されている。例えば Hume, ed. Greig, 2011 

9 Mossner, 1967, xxiii 

10 のちにグラスゴー大学の学長（1764–5）となる。 

11 Hume, ed. Greig, 2011(1), p.55-59 

12 ウィシャートは町議会議員でもあったが、それに選ばれて（1736年 11月 10日）から就任までに 1年（1737
年 11月 9日）かかっている。それはウィシャート自身も彼の著書に関してエディンバラ長老会によって
告発されたためである。Mossner, 1967, xv 
＊スコットランドでは、1530年代以降、ローマ・カトリック教徒がフランスとの結束を強める一方、カ
ルヴァンの教えに立つプロテスタントは、イングランドとの友好関係を重視し、両者の対立が激化す
る。ジェイムズ 5世の妃で、王の死後政治の実権を握ったギーズのメアリが、1559年にプロテスタン
トを迫害すると、彼らはメアリを筆頭とするローマ・カトリック教徒とフランスに戦いを挑んだ。こ
の改革戦争を率いたのがジュネーヴ帰りの長老派 J.ノックスであり、改革を誓い合った「会衆」と通
称される俗人プロテスタント信徒が彼を支えた。この戦争にイングランドが介入した結果、「会衆」
が宗教的主導権を握り、議会は 1560年に教皇の権威を否定して、カルヴァンの教説を基本にした信
仰告白が制定された。だが、その後、教会統治や礼拝様式を巡って、ノックスの流れを汲む長老派と、
イングランド教会の影響下にある主教派とが対立するようになる。1630年代にイングランド教会の礼
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拝様式などをチャールズ 1世が強制すると、この対立は主教戦争と呼ばれるイングランド対スコット
ランドとの戦いに発展した。スコットランドに長老派教会が定着するのは 17世紀末のことである。
（『イギリス哲学・思想辞典』「宗教改革」抜粋） 

13 P.ラッセルはこの著者として Andrew Baxterを挙げている。 

14 Norton, 1968, p.161-162 

15 出版を急いだせいか扉のページに誤植がある。“printed”が“pinted”になっている。cf. Hume, 1967, cover 

16 Mossner, 1980, p.160-161. 特に後者については、近代ではデカルト、ヒューエット、マルブランシュ、バ
ークリ、クラーク、カドワース、ハチスン、ロック、ニュートン、ティロットソン、ウォラストンを
含んでおり、太字の人たちは『人間本性論』でも『人間本性論摘要』でも言及されてもいない。 

17 斎藤, 1985, p.163 

18 しかし、クレゴーンは 35歳での早世によって何も出版しなかった。cf. Mossner, 1967, xxi 

19 Mossner, 1967, xxi 

20 Mossner, 1967, xxiv 

21 Mossner, 1967, xxiv 

22 現代のヒューム研究者でもっとも著名なうちの一人であるピーター・ミリカンがこのサイトの運営に携
わっており、その他のテキスト自体を参照する上では、インターネット上では最も適したサイトである
と言える。 
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『ラクシュミー・タントラ』における創造説と 

グナ（性質）について 

三澤 祐嗣 

 

はじめに 

ヒンドゥー教の主要な教義の一つであるヴィシュヌ派において、パーンチャラートラ派は、最も

早期に成立したものの一つであり、タントラ的な要素を取り入れ、ナーラーヤナとしてのヴィシュ

ヌ、及び神妃ラクシュミーを崇拝し、教義上 108の聖典があるとされる。この派は、『マハーバーラ

タ』にも登場し、サーンキヤ思想などとも関係が深いものとして説かれている。ヴィシュヌ派の教

理はこのパーンチャラートラ派に基づくとされ、パーンチャラートラ派自体は衰退したが、現在で

も続くシュリー・ヴァイシュナヴァ派へと影響を与えるなど、後代への影響は疑いなく大きい。

『ラクシュミー・タントラ』（Lakṣmītantra、略号：LT）1は、パーンチャラートラ派の主要な文献

の一つであり、およそ 9世紀から 12世紀の間に編纂されたとされる。この書の主要なテーマの一つ

はパーンチャラートラ派独自の哲学と宇宙論であり、様々な思想を自由に取り入れ、折衷している。

そして、様々な要素を統合するものとして、ヴィシュヌ派における母なる女神ラクシュミー（ヴィ

シュヌ・ナーラーヤナの妃）のシャクティ（宇宙の根源力）を最高の形而上学的原理に据えようと

しているところにこの書の特徴が現れている。そのために、LTはパーンチャラートラ派のテクスト

の中で特別な地位を占めているのである。

LTの創造説では、グナ（性質）と呼ばれるものがいくつか登場するが、それぞれの内容が異なる

ので、本稿ではそれらについてまとめてみたい。

6 つの属性 

それぞれの特徴 

創造説は、「清浄な創造」（śuddhasṛṣṭi）と「不浄な創造」（śuddhetarasṛṣṭi）とに分かれる。第 2章

では、最高存在からの展開が説かれ、「6 つの属性（グナ）」がラクシュミー・ナーラーヤナあるい

はブラフマンに帰される 2。これらのうち、「知識」（jñāna）が本質であり、それ以外の 5 つは付随

するものとされる。「6つの属性」は次のようにまとめられる 3。

1.知識（jñāna）：全てを知るものであり、全てを見るもの

2.自在力（aiśvarya）：自由自在に世界を創造する力、意欲、このために彼女の創造は妨げられ

ない。  

3.潜在力（śakti）4：世界の物質的根源（prakṛti）、シャクティによって、女神は世界の根源（prakṛti）

となる。  
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4.力（bala）：維持する力、結果（創造されたもの＝世界）を維持する。女神は「力」（bala）に

よって何の労もなく世界を創造する。潜在力（śakti）の部分  

5.勇猛さ（vīrya）：潜在力（śakti）が変異しないこと（不変化力）、自在力（aiśvarya）の部分  

6.光輝（tejas）：独存力（協力者を必要としない力）、他者を支配下に置く能力（他者支配力）  

ヴューハ神の展開と 6 つの属性 

ヴューハ神 5と呼ばれる 4神が段階的に顕現 6することが説かれ、ヴァースデーヴァ→サンカルシ

ャナ→プラディユムナ→アニルッダとなる。それぞれ、「6つの属性」を全て組み合わせたものが 1

組、「6つの属性」が 2つずつ組み合わさったものが 3組となり、それぞれの神の属性として配置さ

れる。ヴァースデーヴァは、未だはっきりと現れていないため、形象を有しておらず、「6つの属性」

をすべて有し、ブラフマンと不可分である 7。それらをまとめると次のようになる 8。

• ヴァースデーヴァ：「知識」（jñāna）・「自在力」（aiśvarya）・潜在力（śakti）・「力」（bala）・「勇

猛さ」（vīrya）・光輝（tejas）  

• サンカルシャナ：「知識」（jñāna）・「力」（bala）  

• プラディユムナ：「自在力」（aiśvarya）・「勇猛さ」（vīrya）  

• アニルッダ：潜在力（śakti）・光輝（tejas）  

6 つの属性の 2 種の分類 

「6つの属性」には、2種の分類が存在し、「自性」（svabhāva）と「3つのグナ」（guṇatraya）と呼

ばれる。それぞれが「自性」（svabhāva）から流出（upasarjana）し、両者から 1 つずつを有して一

対の組み合わせを形成する。それらをまとめると次のようになる 9（前者が「自性」、後者が「3 つ

のグナ」）。

• 「知識」（jñāna） → 「力」（bala）

• 「自在力」（aiśvarya） → 「勇猛さ」（vīrya）

• 「潜在力」（śakti） → 「光輝」（tejas）

3 つのグナから成るもの 

LT第 3章にいたると、「6つの属性」と別のグナが現れる。それらがサットヴァ、ラジャス、タマ

スからなる「3 つのグナから成るもの」（traiguṇya）であり、サーンキヤ説の影響は明白であろう。

これらの「3 つのグナから成るもの」は、先にあげた「自性」と関連する。「自性」は、「清浄な創

造」の段階において登場するものであり、「3つのグナから成るもの」とは明確に区別される 10。「3

つのグナから成るもの」は創造・維持・還滅を司り、「不浄な創造」の段階、すなわち現象世界の創

造において現れる。それぞれの関連性は次の通りである 11。

• 「知識」（jñāna） → サットヴァ → 維持

• 「自在力」（aiśvarya） → ラジャス → 創造

• 「潜在力」（śakti） → タマス → 還滅

230　　�研究ノート



3 つのグナから成るものと神格 

女神との関係 

第 4章、第 5章においては、「3つのグナから成るもの」が創造説の中で女神と関連して説かれる。

マハーラクシュミーは、世界を創造する際に顕れる姿であり、「3 つのグナから成るもの」を有し、

それらを支配するものとして説かれる 12。さらに、「3つのグナから成るもの」がそれぞれ優勢にな

った状態としての女神が説かれる。それらは次のように説かれる 13。

• サットヴァ性 → マハーヴィディヤー

• ラジャス性 → マハーシュリー14

• タマス性 → マハーマーヤー

3 女神とヴューハ神から生まれる男性神と女性神 

3 女神を根源とし、ヴューハ神のうちの 3 神（サンカルシャナ、プラディユムナ、アニルッダ）

の部分から、男性神と女性神の組み合わせが顕現する。それらは、創造・維持・破壊を司る神々で

ある。そして、マハーラクシュミーの命令により、それぞれ、神話通りの配偶神となる。

ヴューハ神の「6つの属性」を「3つのグナから成るもの」に置き換えて、女神との関連で考え、

さらに、前述した創造・維持・還滅との関連についても考えると、マハーシュリー・ラジャス性か

ら創造神ブラフマー・ラジャス性が生まれ、マハーマーヤー・タマス性から破壊神シヴァ・タマス

性が生まれ、マハーヴィディヤー・サットヴァ性から維持神ヴィシュヌ・サットヴァ性が生まれる

というように、3 女神それぞれの性質を男性神が受け継いでいることが分かる。他方、女性神の異

名やLT 5.21とLT 5.30を考慮すると、女性神と 3女神との関連が窺える。すなわち、マハーシュリ

ー（ラジャス性）とシュリー、マハーヴィディヤー（サットヴァ性）とトライー、そして、マハー

マーヤー（タマス性）とガウリーである。やや強引ではあるが、それぞれの 3種のグナを女性神と

関連づけ、ヴューハ神と転変する 3種のグナに対応させてみると、プラディユムナ・ラジャス性と

シュリー・サットヴァ性、サンカルシャナ・サットヴァ性とトライー・サットヴァ性、アニルッダ・

タマス性とガウリー・タマス性、というように符合し、ヴューハ神の部分の性質を女性神が引き継

いでいると考えられる。それらをまとめると次のようになる 15。
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 サットヴァ性

 ラジャス性

 タマス性

マハーシュリー

【ラジャス性】

ブラフマー

【ラジャス性】

プラディユムナの部分

「自在力」→【ラジャス性】

「勇猛さ（vīrya）」

アンブジャー（ラクシュミー）

→マハーシュリーと関連？

⇒【ラジャス性？】

マハーマーヤー

【タマス性】

ルドラ（シヴァ）

破壊＝【タマス性】

サンカルシャナの部分

「知識」（jñāna）→【サットヴァ性】

「力」（bala）

トライー（サラスヴァティー）

→マハーヴィディヤーと関連？

⇒【サットヴァ性？】

マハーヴィディヤー

【サットヴァ性】

ヴァースデーヴァ（ヴィシュヌ）

維持＝【サットヴァ性】

アニルッダの部分

「潜在力」（śakti）→【タマス性】

「光輝」（tejas）

ガウリー（パールヴァティー）

→マハーマーヤーと関連？

⇒【タマス性？】
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おわりに 

以上、LTの創造説とグナに関連する箇所を概観した。これらは、「6つの属性」と「3つのグナか

ら成るもの」が複雑に融合されていることが分かる。「6 つの属性」は、「清浄なる創造」において

現れ、最高神、より正確に言えば、無形態の最高存在から現れたラクシュミー・ナーラーヤナの有

する神的な属性であり、現象世界の創造とは直接的に関与しない。同じくグナの名を冠する「3 つ

のグナから成るもの」が、その「不浄な創造」に関与するのである。これらは、サーンキヤ説での

3種のグナで有り、その影響関係は今後の課題となろう。また、女神が 3種のグナと関連し、創造・

維持・破壊の神々とその配偶神が生まれ、それぞれ夫婦になる説は、『デーヴィー・マーハートミヤ』

の 6 篇の付随書にも説かれ、その関連性が指摘されている 16。ただし、『デーヴィー・マーハート

ミヤ』と異なり、LTでは、ヴューハ神との関連が明示され、パーンチャラートラ派の創造説との整

合性を持たせようとしている。しかし、このことも含め、様々な説を融合させていった結果、宇宙

論はより長大で複雑になり、全体像の把握は困難を極める。より詳細にかつ関連文献の分析を進め、

解明していく必要があろう。
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註 

1 本稿では、Krishnamacharya氏による校訂本を使用した[Krishnamacharya 1959]。LTの翻訳としては、唯
一の英訳が Gupta氏により発表されている[Gupta 2000]。同書には LTの概略ついても述べられている。

2 nistaraṅgāmṛtāmbhodhikalpaṃ ṣāḍguṇyam ujjvalam /
ekaṃ taccidghanaṃ śāntam udayāstamayojjhitam // LT 2.10
〔ブラフマンは〕凪いだアムリタ（不死の霊薬）の海と等しいものであり、6つのグナが集合したもの
であり、輝くものである、その唯一の最高精神（cidghana）は、静寂であり、生起と消滅から離れてい
る。
jñānātmikā tathāhaṃtā sarvajñā sarvadarśinī /
jñānātmakaṃ paraṃ rūpaṃ brahmaṇo mama cobhayoḥ // LT 2.25
同様に、「わたし性」（ahaṃtā）の「知識」（jñāna）の本質は、全てを知るものであり、全てを見るもの
である。ブラフマンとわたしの両者の「知識」（jñāna）の本質は最高の形態である。
śeṣam aiśvaryavīryādi jñānadharmaḥ sanātanaḥ / 
aham ity āntaraṃ rūpaṃ jñānarūpam udīryate // LT 2.26
他の「自在力」（aiśvarya）や「勇猛さ」（vīrya）などは「知識」（jñāna）の特質（属性、dharma）であり、
永遠である。「知識」（jñāna）の形態は、わたし（aham）という固有の形態であると言われている。

3 avyāhatir yad udyatyās tad aiśvaryaṃ paraṃ mama /
iccheti socyate tattattattvaśāstreṣu paṇḍitaiḥ // LT 2.28
生起する（udyatī）〔わたし〕は妨げられない（avyāhati）、それがわたしの最高の自在力（aiśvarya）であ
る。それは意欲（icchā）であると、あらゆる真理〔が説かれる〕シャーストラ（聖典）において、賢者
たちによって語られている。
jagatprakṛtibhāvo me yaḥ sā śaktir itīryate /
sṛjantyā yac chramābhāvo mama tad balam iṣyate // LT 2.29
世界の物質的根源（prakṛti）としてのわたしの状態が「潜在力」（śakti）であると言われている。わたし
は創造しながらも疲れることはない、それが「力」（bala）であると考えられている。
bharaṇaṃ yac ca kāryasya balaṃ tac ca pracakṣate /
śaktyaṃśakena tat prāhur bharaṇaṃ tattvakobidāḥ // LT 2.30
結果（創造されたもの）の維持、それもまた「力」（bala）と言っている。
真理を体得した者たちは、その維持を「潜在力」（śakti）の部分として説明する。
vikāraviraho vīryaṃ prakṛtitve 'pi me sadā /
svabhāvaṃ hi jahāty āśu payo dadhisamudbhave // LT 2.31
わたしは世界の物質的根源（prakṛti）であるけれども、常に変異しない（変異から離れている）、〔それ
が〕「勇猛さ」（vīrya）である。なぜなら、牛乳は、ヨーグルトに変わるとき、自己の性質を直ちに捨て
去る。
jagadbhāve 'pi sā nāsti vikṛtir mama nityadā /
vikāraviraho vīryam atas tattvavidāṃ matam // LT 2.32
しかし、世界の存在において（世界が出現しても）、わたしにとってそれ（シャクティ）は永遠に変化し
ない。それ故、変異しない（変異から離れている）ことが「勇猛さ」（vīrya）であると、真理を知る者
たちは理解している。
kramaḥ kathito vīryam aiśvaryāṃśaḥ sa tu smṛtaḥ / 
sahakāryanapekṣā me sarvakāryavidhau hi yā // LT 2.33
「勇猛さ」（vīrya）は勇敢さ（vikrama）であると語られ、さらに、それは「自在力」（aiśvarya）の部分
（要素）であるとも言われる。わたしはあらゆる行為の法則において共に行動するもの（sahakārin）と
は関わりがない。
tejaḥ ṣaṣṭhaṃ guṇaṃ prāhus tam imaṃ tattvavedinaḥ / 
parābhibhavasāmarthyaṃ tejaḥ kecit pracakṣate // LT 2.34
これこそを 6番目のグナ（属性）である「光輝」（tejas）であると、真理を知る者たちは言う。「光輝」
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（tejas）は、他者を支配下に置く能力であると、ある者たちは述べる。

4 ラクシュミーはシャクティとも呼ばれるが、しかしながら、6つの属性の中にも、シャクティが見られ
る。そのため、シャクティにはおそらく 2つの側面があると考えられる。ラクシュミーそのものとして
のシャクティ（宇宙の根源力）と 6つの属性の一つとしてのシャクティ（「潜在力」）である。

5 サンカルシャナは別名バラバドラとも呼ばれ、ヴァースデーヴァの兄である。また、プラディユムナと
アニルッダはそれぞれヴァースデーヴァの息子と孫である。ヴューハの神格は、上記の 4名にサーンバ
を足した、ヴリシュニ族の 5人の英雄が元になっているとされるが、いつのころからかサーンバは除外
され、ヴァースデーヴァを頂点とするヴューハが形成されたという[Rastelli 2009: 444]。

6 Gupta氏はヴューハについて、「清浄なる創造と不浄なる創造の間の違いは、3つの現象の属性、サット
ヴァ、ラジャス、タマスが、清浄なる創造において存在していないのであり、その清浄なる創造は時折
nityavibhūtiと呼ばれ、反対に不浄なる創造は līlāvibhūtiと名付けられる。前者は 4つの顕現（caturmūrti
あるいは caturvyūha）から成る。これら 4つの顕現（ヴューハ）の最初（すなわちヴァースデーヴァ）
において、属性は休止状態であり、それ故、うっすらと顕現しているのみである。顕現が進行するにつ
れ、それらはより輝き、深淵となる。」と説明している[Gupta 2000: 11]。

7 ここでは、4つのヴューハ神の中で最初のものがヴァースデーヴァと明言されていないが、ナーラーヤ
ナの異名としては説かれているため、ラクシュミー・ナーラーヤナと不可分の存在と思われる。

8 vyaktajñānabalākhyāyāṃ pūrvaṃ saṃkarṣaṇātmani /
tilakālakavat sarvo vikāro mayi tiṣṭhati // LT 2.45
tan māṃ saṃkarṣaṇātmānaṃ vidur jñānabale budhāḥ / LT 2.46ab
まずはじめに、わたしの「知識」（jñāna）と「力」（bala）の顕現と呼ばれるサンカルシャナの本質（ア
ートマン）の中に、（皮膚の下の）ほくろのごとくに、すべての変異（vikāra）が存在する。かのわたし
であるサンカルシャナの本質を、「知識」（jñāna）と「力」（bala）であると、知者たちは認識する。
svayaṃ gṛhṇāmi kartṛtvam unmiṣantī tataḥ param // LT 2.46cd
pradyumna iti mām āhuḥ sarvārthadyotanīṃ tadā /
yugaṃ prasphuritaṃ rūpaṃ tasminn aiśvaryavīryayoḥ // LT 2.47
それから、〔わたしは〕開眼（顕現）しつつ、作者性を自らに獲得する。その時、すべての対象を輝かせ
るわたしをプラディユムナと言う。そこにおいて、「自在力」（aiśvarya）と「勇猛さ」（vīrya）の組み合
わせの形態が現れる。
tatas tayā kriyāśaktyā labdhāveśā cikīrṣayā /
yujyamānāniruddhākhyāṃ lambhitā tattvakovidaiḥ // LT 2.48
それから、その活動力（kriyāśakti）によって浸透され、〔また〕活動の意欲と結びついたものがアニルッ
ダという名称で真理を体得した者たちによって呼ばれる。
tatra tadguṇayugmaṃ tu mama rūpatayocyate /
ato jñānabale devaḥ saṃkarṣaṇa udīryate // LT 2.53
aiśvaryavīrye pradyumno ’niruddha śaktitejasī / LT 2.54ab
さて、そこにおいて、そのグナの一対（組み合わせ）が、わたしにとって形態性（形あるもの）として、
語られる。それ故、「知識」（jñāna）と「力」（bala）〔の組み合わせ〕である神は、サンカルシャナと述
べられる。「自在力」（aiśvarya）と「勇猛さ」（vīrya）〔の組み合わせ〕がプラディユムナであり、「潜在
力」（śakti）と「光輝」（tejas）〔の組み合わせ〕はアニルッダである。

9 tisro mama svabhāvākhyā vijñānaiśvaryaśaktayaḥ // LT 2.49cd
unmiṣantyaḥ pṛthaktattvatrayeṇa parikīrtitāḥ / LT 2.50ab
3つのわたしの自性（svabhāva）と呼ばれるものは、「知識」（vijñāna＝jñāna）、「自在力」（aiśvarya）、「潜
在力」（śakti）である。〔それらの自性は〕開眼（顕現）しつつあり、原理（tattva）の 3種の区分として
言及される。
balaṃ vīryaṃ tathā teja ity etat tu guṇatrayam // LT 2.50cd
śramādyavadyābhāvākhyaṃ jñānāder upasarjanam /
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itthaṃ śāntoditāvasthādvayabhedajuṣo mama // LT 2.51
他方、「力」（bala）、「勇猛さ」（vīrya）、そして「光輝」（tejas）というこの 3 つのグナ（guṇatraya）があ
る。〔それら 3 つのグナ（属性）は〕疲労などの不完全さは存在せず、知識（jñāna）などの流出（upasarjana）
である。このように、わたしにとって、平安なるものから生起した状態は 2 種の区別を持つものである。

10 adhiṣṭhāya guṇān sṛṣṭisthitisaṃhṛtikāriṇī /
nirguṇāpi guṇān etān adhiṣṭhāyātmavāñchayā // LT 3.9
cakraṃ pravartayāmy ekā sṛṣṭisthityantarūpakam / LT 3.10ab
創造・維持・還滅を行う者〔であるわたし〕は、諸々のグナを支配し、また、グナを持たない者〔であ
るわたし〕は、自分の望みによって、これら諸々のグナを支配する。そして、唯一なるわたし（ラクシ
ュミー）は、創造、維持、還滅（終わりを形作るもの）の循環（チャクラ）を廻らす。
 創造・維持・還滅を行う者（sṛṣṭisthitisaṃhṛtikāriṇī）とは、これらの循環を支配し、それらを超えた存
在であることが示唆されている。また、グナを持たない者（nirguṇā）とは、ここでのグナはサットヴァ、
ラジャス、タマスからなる 3 種のグナという物質的要素の機能を有するものであり、それを持たないと
いうことはプルシャの機能をも示唆している。Krishnamacharya の註には、「〈また、グナを持たない者〔で
あるわたし〕は〉（“nirguṇāpi”）とは。すでに 6 つのグナに関して言われたことから、グナかを持たない
（nirguṇa）という語とはサットヴァ、ラジャス、タマスの形態（性質）が混ざったグナから離れている
という意味である」（“nirguṇāpīti. pūrvaṃ ṣāḍguṇyasyoktatvāt atra nirguṇapadasya 
sattvarajastamorūpamiśraguṇarahitety arthaḥ.” [Krishnamacharya 1959: p. 11]）と説明される。これらはいず
れもラクシュミーのことであり、本来ヴィシュヌが持つ最高神の機能がラクシュミーに帰されているの
である。
acicchaktir jaḍāpy evam aśuddhā pariṇāminī /
triguṇāpi mamaivedaṃ svācchandyāt pravijṛmbhitam // LT 3.27
また、「無知としてのシャクティ」（acit-śakti）は、同様に、理性なきものであり、不浄であり、転変す
るものであり、さらに 3 種のグナ〔から成るもの〕である。〔しかし〕まさにわたしのこれは、自身の意
欲（svācchandya）により、伸張したもの（遍く広がったもの＝顕現したもの）である。

11 svasvātantryavaśenaiva vibhāgas tatra vartate /
vijñānaiśvaryaśaktyātmā vibhāgo yaḥ sa īritaḥ // LT 3.3
自己の意欲（svātantrya、独立性）によってのみ、〔グナの〕区別（vibhāga）は、そこに生じる。〔グナの〕
区別は、「知識」（vijñāna ＝ jñāna）、「自在力」（aiśvarya）、「潜在力」（śakti）から成るということ、それ
が言われた。
vijñānaiśvaryaśaktīnām unmeṣas tv aparo ’dhunā /
atarkyāyā mamodyatyā niyogānarhayā sadā // LT 3.4
icchayānyat kṛtaṃ rūpam āsīj jñānādike trike / LT 3.5ab
しかし、今、開眼（unmeṣa）は、「知識」（vijñāna ＝ jñāna）、「自在力」（aiśvarya）、「潜在力」（śakti）と
は別である11。常に、推し量れない者であるわたしの自由自在な生起（創造）の意欲（icchā）によって
作られた別の形態は、「知識」（jñāna）などの 3 種の中に存在する。
yathaivekṣurasaḥ svaccho guḍatvaṃ pratipadyate // LT 3.5cd
tadvat svaccham ayaṃ jñānaṃ sattvatāṃ pratipadyate /
rajastvaṃ ca mamaiśvaryaṃ tamastvaṃ śaktir apy uta // LT 3.6
まさに、澄んだサトウキビの汁が糖蜜性を獲得するように。そのように、この澄んだ「知識」（jñāna）
は、サットヴァ性を獲得する。そして、わたしの「自在力」（aiśvarya）はラジャス性を、そしてまた〔わ
たしの〕「潜在力」（śakti）はタマス性を〔獲得する〕。
ete trayo guṇāḥ śakra traiguṇyam iti śabdyate /
rajaḥpradhānaṃ tat sṛṣṭau traiguṇyaṃ parivartate // LT 3.7
シャクラよ。これら 3 つのグナは、3 つのグナから成るもの（traiguṇya）と呼ばれる。その 3 つのグナ
から成るもの（traiguṇya）は、創造において、ラジャスが第 1 のもの（優勢）となる。
sthitau sattvapradhānaṃ tat saṃhṛtau tu tamomukham /
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ahaṃ saṃvinmayī pūrvā vyāpiny api puraṃdara // LT 3.8
それ（3つのグナから成るもの）は、維持において、サットヴァが第 1のもの（優勢）に、一方、還滅
において、タマスが前面（優勢）に〔なる〕。わたしは、「知」（saṃvid）からできている者であり、最初
の者であり、遍充する者である。プランダラ（城塞の破壊者＝インドラ）よ。

12 anujjhitasvarūpāhaṃ madīyenālpabindunā /
mahālakṣmīḥ samākhyātā traiguṇyaparivartinī // LT 5.3
わたしは、不変の（減少することのない）自性を持ちつつ、自身の極微なものとして、マハーラクシュ
ミーと呼ばれ、〔また〕3種のグナからなるもの（traiguṇya）を展開する者である。

13 rajaḥpradhānā tatrāhaṃ mahāśrīḥ parameśvarī /
madīyaṃ yat tamorūpaṃ mahāmāyeti sā smṛtā // LT 5.4
その中で、ラジャスが優勢である〔場合の〕わたしは、マハーシュリーであり、パラメーシュヴァリー
である。わたし自身がタマスの形を取ることにより、それはマハーマーヤーであると言われる。
madīyaṃ sattvarūpaṃ yan mahāvidyeti sā smṛtā /
ahaṃ ca te ca kāminyau tā vayaṃ tisra ūrjitāḥ // LT 5.5
わたし自身がサットヴァの形を取ることにより、それはマハーヴィディヤーであると言われる。わたし
とその 2人の女性であるそれらのわたしたちは、3つの力強きものである。

14 ラジャス性のマハーシュリーとマハーラクシュミーとは別の存在であると考えられている。しかし、LT 
4.36によると創造においてはラジャスが優勢になるとされ、さらに LT 4.39では、マハーシュリーはマ
ハーラクシュミーの異名とされる。おそらく「3つのグナから成るもの」を有する女神の形態としては
同性質ではあるが、その現れ方の違いを示している者と思われる。「3つのグナから成るもの」のうちラ
ジャスが最初に説かれたり、マハーシュリーとマハーラクシュミーが同一視されたりと、ラジャスが重
要視されていることが見て取れる。それは、活動や刺激の性質であるラジャスが、創造において重要な
役割を担っているためと考えられる。

15 madīyaṃ mithunaṃ yat tan mānasaṃ rucirākṛti // LT 5.6cd
hiraṇyagarbhaṃ padmākṣaṃ sundaraṃ kamalāsanam /
pradyumnāṃśād idaṃ viddhi saṃbhūtaṃ mayi mānasam // LT 5.7
わたしの組み合わせというもの、それは精神性のものであり、壮麗なる形態である。〔その組み合わせと
は〕黄金の胎児（hiraṇyagarbha）、蓮華の目（padmākṣa）、凛々しいもの（sundara）、蓮華に座すもの（kamalāsana）
であり、これを、わたし（マハーシュリー）における精神性のものであり、プラディユムナの部分から
生まれるものと知れ。
dhātā vidhir viriciś ca brahmā ca puruṣaḥ smṛtaḥ / 
śrīḥ padmā kamalā lakṣmīs tatra nārī prakīrtitā // LT 5.8
〔そこにおいて〕男性（puruṣa）は、ダーター（dhātā、創造者）、ヴィディ（vidhi、規則）、ヴィリンチ
（viriñci）、ブラフマー（brahmā）と言われる。〔他方〕そこにおいて、女性（nārī）は、シュリー（śrī、
吉祥）、パドマー（padmā、蓮華）、カマラー（kamalā、蓮華）、ラクシュミー（lakṣmī、幸運）と呼ばれ
る。
saṃkarṣaṇāṃśato dvandvaṃ mahāmāyāsamudbhavam /
trinetraṃ cārusarvāṅgaṃ mānasaṃ tatra yaḥ pumān // LT 5.9
sa rudraḥ śaṃkaraḥ sthāṇuḥ kapardī ca trilocanaḥ / 
tatra trayīśvarā bhāṣā vidyā caivākṣarā tathā // LT 5.10
kāmadhenuś ca vijñeyā sā strī gauś ca sarasvatī / LT 5.11ab
サンカルシャナの部分から〔生まれ〕、マハーマーヤー（タマス性）を根源とする組み合わせは、3つ目
のもの（trinetra）、美しい全身を持つもの（cārusarvāṅga）であり、精神性のものである。そこにおいて
男性（puṃs）であるもの、それは、ルドラ（rudra、咆えるもの）、シャンカラ（śaṃkara、吉兆のもの）、
スターヌ（sthāṇu、堅固なもの）、カパルディー（kapardī、螺髪のもの）、トリローチャナ（trilocana、3
つの目を持つもの）である。 そこにおいて〔女性は〕、トライー（trayī、幸せな女性）、イーシュヴァラ
ー（īśvarā、主宰するもの）、バーシャー（bhāṣā、言葉）、ヴィディヤー（vidyā、知）、そしてアクシャラ
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ー（akṣarā、不滅なるもの）であり、さらにその女性（strī）は、カーマデーヌ（kāmadhenu、如意牛）、
ゴー（go、雌牛）、サラスヴァティー（sarasvatī）であると知られるべきである。
aniruddhāṃśasaṃbhūtaṃ mahāvidyāsamudbhavam // LT 5.11cd
mithunaṃ mānasaṃ yat tat puruṣas tatra keśavaḥ / 
viṣṇuḥ kṛṣṇo hṛṣīkeśo vāsudevo janārdanaḥ // LT 5.12
umā gaurī satī caṇḍā tatra strī subhagā satī / LT 5.13ab
アニルッダの部分から生まれ、〔そして〕マハーヴィディヤー（サットヴァ性）を根源とする組み合わせ
は、精神性のものであるから、まさにそこにおいて男性（puruṣa）は、ケーシャヴァ（keśava、豊かな髪
を持つもの）、ヴィシュヌ（viṣṇu）、クリシュナ（kṛṣṇa）、フリシーケーシャ（hṛṣīkeśa、感覚器官を統御
するもの）、ヴァースデーヴァ（vāsudeva）、ジャナールダナ（janārdana、人々を乱すもの）である。〔他
方〕そこにおいて、ウマー（umā）、ガウリー（gaurī、白く輝くもの）、サティー（satī、貞節なるもの）、
チャンダー（caṇḍā、獰猛なるもの）である女性（strī）は、幸福で貞節である。
brahmaṇas tu trayī patnī sā babhūva mamājñayā // LT 5.13cd
rudrasya dayitā gaurī vāsudevasya cāmbujā /
rajasas tamasaś caiva sattvasya ca vivartanam // LT 5.14
わたし（マハーシュリー）の命令によって、トライーはブラフマーの妻となった。〔さらに〕ガウリーは
ルドラの妻に、そしてアンブジャー（ambujā、蓮華＝パドマー）はヴァースデーヴァの〔妻になった〕。
そしてまさに〔これが〕、ラジャス、タマス、サットヴァの展開である。

16 [小倉・横地 2000: pp. 271–272]
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本書は，ユリウス・カエサル・スカリゲル（Julius Caesar Scaliger, 1484-1558）の代表的著作であ

る『カルダーノの「精妙さについて」15巻顕教的演習（Exotericae exercitationum liber quintus decimus 

de subtilitate, ad Hieronymum Cardanum）』（以下，『顕教的演習』と略記）を精密に読み解くことによ

って彼の哲学的思想の特徴を明らかにした，秀逸なる研究書である。 

スカリゲルという人物が，ルネサンス期の自然哲学を語る上で看過することのできない哲学者で

あることは，思想史／科学史研究者にとっては周知の事実である。それにもかかわらず，既存の思

想史研究や科学史研究においては，スカリゲルに十分にスポットライトが当てられてきたとは言い

難い。こうした研究状況の中で，本書は，スカリゲルの大部の著作である『顕教的演習』を精緻に

読解することを通じて，スカリゲルの哲学的思想を内在的な観点から精確に抽出しており，その結

果，ルネサンス期の思想史／科学史研究において非常に意義深い研究書となっていることは疑いえ

ない。 

さて，本書では，7 つのテーマをめぐってスカリゲルの哲学的理論が描出されている。それらの

テーマとは，「創造，三位一体，〈古代神学〉」「世界霊魂」「最善可能世界」「空虚と場所」「天使と知
性実体」「生成と形相」「混合」である。こうした問題は，一部には，中世スコラ哲学において熱心
に議論されたものが継承されながら論じられているものもあれば，プラトンの諸著作の翻訳が西欧

世界に本格的に流入したことに伴って提起された問題などもあり，15世紀〜16世紀にかけて主要に

論じられた神学的／哲学的議論のトピックを概観するという意味でも，非常に有益な論考となって

いる。 

本書評では，これらのテーマのうち，「最善可能世界」が論じられている第 3章に焦点を当ててみ

たい。その理由は，以下の通りである。著者自身が本書で述べているとおり，「スカリゲルの世界観

の根底に潜む理論的根拠（the underlying rationales of Scaliger’s worldview）」（p.54）が，このトピッ

クを論じる箇所で明らかにされている。そして，この論題それ自体が，創造者たる神と被造物とし

ての世界との関係を最も根本から取り押さえるものであるため，論者スカリゲルによる世界理解の

全体的構造の根幹に関わるものであるということは、火を見るより明らかなのである。また，この

問題は，著者も本書において紹介しているとおり（pp.53-54），ペトルス・ロンバルドゥスの『命題

集』において取り上げられているため，中世の大学の神学部の教科書に掲載されているものであり，

したがって，スコラ神学者は漏れなく，その責務／職務として，この問題への解答を註解の形で提

示しているのである。その結果，この問題に関する議論や論拠の蓄積も豊富になされているのであ

る。 
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さて，「最善可能世界」の問題とは，「神は〔現に〕造ったものよりもより善いものを造ることが

できるのか（An Deus possit facere aliquid melius quam facit）」（『命題集』第 1巻第 44区分）という問

いである。この問題は，神の「全能性（omnipotens）」と「最高の善性（summa bonitas）」という観

点から，解決困難な帰結をもたらすことになる。すなわち，もしこの世界が最善世界だとすると，

神はそれより善い世界を造ることは「できない」ことになり，神の全能性に抵触する。他方で，も

しこの世界が最善ではない世界だとすると，最高の善性をもつ神が創造において最善ではない（不

完全な／悪に満ちた）世界を造ったことになり，神の最高の善性に抵触する。というのも，最高の

善性をもつ神であれば，最善なる世界を造ったはずだからである。このジレンマに関して，中世の

神学者たちは様々な概念装置や理論的枠組みを提示したのであるが，ここでは，著者の議論に従っ

て，スカリゲルの解決法を素描しておきたい。 

まず初めに，スカリゲルは，次のような推論から，種の新たなる創造を基本的に承認しない。つ

まり，この世界は完全な存在である神の結果であるために，完全な存在である。したがって，この

世界はそもそも完全な世界として神によって創造されたのだから，これ以上，新たに種が加わる必

要はない、ということである。このことは，「この世界の完全性」の承認というスカリゲルの基本的

な世界観を導出することになる（pp.55-56）。 

次に，スカリゲルは，ドゥンス・スコトゥス（Johannes Duns Scotus, ca.1266-1308）の論拠に反駁

する形で，世界を支配する「法則（lex）／正しさ（rectum）／秩序（ordo）」の単一性と不可侵性と

を，神の最高の善性に基づいて，主張する（pp.57-59）。さらに，このような仕方で最高に完全な世

界として造られたこの世界は，これ以上善いものにならないことが，被造物の本質がもつ有限性（神

にしか無限性は当てはまらないという前提）に基づいて確証される（pp.59-60）。このようにして，

スカリゲルによれば，この世界全体は，「数多くの種が一つの法則／正しさに従って完全なものとし

て存在している」という構造を呈しているということが明らかにされるのである。さらに，こうし

た世界の構造は，「存在の階層構造（hierarchy of being）」として，裏づけられることになる。つまり，

第一質料から始まり，鉱物，植物，動物，人間，天体，天使，神へという存在論的階層が措定され，

さらにこの階層が完全であるということは，それぞれの階層の連結が十全に（隙間なく）なされて

いるということを含意する（pp.60-63）。したがって，現にある種以上に，新たなる種が付け加わる

ことはないという，スカリゲルの先の主張と首尾一貫するのである。 

そして最後に，以上の存在の階層は，それぞれの階層の緊密な連結関係に基づくことになるのだ

が，その緊密な連結関係は，ヒポクラテス文書の『人間の本性について』をひきながら，宇宙全体

の構造のマクロコスモスと人間の身体構造のミクロコスモスとの照応関係に依拠して導出されるこ

とになる（pp.65-66）。こうして，存在の階層構造や緊密な秩序連結関係の究極的な根拠は，神の意

志の中のイデアにまで訴求され，そのイデアの最も直接的な結果の産出としてこの被造的世界を捉

え，その結果，この被造的世界全体は，最も劣化の程度が少ない仕方で、神の完全性が受け取られ

て成立している、という裏づけがなされるのである（pp.66-67）。 

以上の議論は，第 3 章の結論部において簡潔に提示されているので，ここで訳出しておきたい

（p.68）。 

 

スカリゲルによれば，神は無限の善性を備えるものであった。だから，神はあらゆるものを完

全なものにしたのであり，完全なもの以外のいかなるものも造らなかった。それゆえ，創造さ
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れた世界は，最善可能なものであったのであり，他のものではありえなかったのである。創造

された世界は，完全な状態にあったのだ。この完全性（あるいは充足性）は，多様性における

一性において成立していた。それは，神が様々な種類の形相を創造して，それらの形相を階層

的な秩序において配置したように，である。神は自分自身で満たされていたのだから，この秩

序において存在論的な隙間があることを許さなかったはずである。つまり，最初の創造の後は，

いかなる新しい形相も付け加えられえないはずである。諸々の形相は，諸々の種の間でこのよ

うに密接な連関関係を構成していたのだから，それらのうちのどの一つが欠けても，その連関

関係を解体することになり，そして，世界全体の崩壊を引き起こすことになったはずである。 

 

こうしたスカリゲルの世界観は，彼の時代より一昔前の盛期スコラ哲学期の議論を彷彿とさせる。

しかし，16 世紀ルネサンス期のイタリアの医者であったスカリゲルが，いったいなぜ，ほぼ神学論

争と言ってもいいようなこうした主張を提示したのだろうか。その解答は，著者の別の論文（坂本

邦暢「変容する存在の大いなる連鎖――中世とルネサンスにおける最善世界論――」『西洋中世研究』

第 6号（2014）：71‐87）において，非常に説得的な仕方で提示されているので，興味のある向きは，

是非直接論考をご一読いただきたい。 

さて，以上のような仕方で，著者はスカリゲルの最善可能世界論の概要を抽出しているのだが，

こうした議論の展開可能性について少し示唆しておきたい。 

もともと，この問題は，著者も指摘しているとおり，アベラルドゥス（Petrus Abaelardus,1079‐

1142）に端を発する。その後，本書評で先述したところでありまた著者も指摘しているとおり，ロ

ンバルドゥスの『命題集』において，この問題は取り上げられることになるのであるが，『命題集』

の中では，基本的に，アウグスティヌス（Augustinus, 354‐430）の議論を引き合いに出しながら議

論が展開されている。その問題の焦点は，基本的には，神の全能性と最高の善性に当てられるので

あるが，その文脈は，いわゆる「悪の問題」を惹起するものである。つまり，一般的な問いとして

定式化すれば，「なぜ最善なる神は，悪が存在するような世界を創造したのか」ということになり，

その解答は，アウグスティヌスによれば，人間の自由意志が悪の原因なのであって，神はその原因

ではないという仕方でなされる。けれども，そうすると，今度は，神が人間の創造主であり，しか

も，神は人間が罪を犯すことを予知しているのだから，神の予知と人間の自由意志との衝突問題が

生じることになる。つまり，神は人間が自由意志によって罪を犯すことを予知していながら，しか

し，神は悪の原因ではないということを担保しなければならないことになるのである。 

この問題は，神の予知と人間の自由意志という神学論争を基軸に据えて展開する問題であるが，

近年の神学研究において，この問題解決に関して，16世紀のイエズス会士であったルイス・デ・モ

リナ（Luis de Molina, 1535‐1600）の解答が注目を集めている。それは，物理的世界の現象につい

ての知を「自然知」，神の自由意志についての自覚的な知を「自由知」として，それぞれを「予知」

と「後続知」として特徴づける。そして，人間の自由な行為についての知は，この両者のいずれで

もない「中間知」として措定し，神の予知を認めつつ，人間の自由意志をも担保する戦略が展開さ

れている。 

本書において精査されているスカリゲルの議論は，基本的には、自然哲学の領域における形而上

学的な分析であるが，それが同時代や後代の神学的議論に何らかの影響を与えた可能性は十分に考

えられるかもしれない。本書でも，この点への言及はなされているけれども（pp.68‐70），自然哲
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学における形而上学的な概念装置が自然神学の理論的枠組みと交錯する可能性について，明示的な

リファレンスはなくとも，自然哲学と自然神学との間の理論的／概念的影響関係を見いだしていく

嚆矢に本書はなりうる可能性をもっており，非常に示唆に富む論考となっていると言えるであろう。 
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彙報 

東洋大学国際哲学研究センター2016 年度研究成果概要 

（2017 年 2 月 1 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、「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ(TIEPh)と発展

的に統合し、現代社会が抱える諸問題に応じた、新しい時代の哲学を切り開くべく活動しています。 

グローバル化による価値観の多様化や、それに伴う地球規模の構造変化からくる社会的、経済的、

宗教的摩擦に対して、適切な進路の提言や、将来的に展開可能な様々な選択肢を提示するためには、

人々の固有性を維持しつつも、なお普遍的かつ根源的な基準を形成することのできる思想的基盤と

しての哲学が必要となります。この課題を解決するために、国内外の哲学研究者を中心に、学際的

な連携研究を行うことで、実践に必要な情報や方法を模索し、22世紀の地球社会に向けて問題解決

型、発信型の哲学を確立すること、すなわち、「世界哲学」のためのいくつかの拠点を築いていくこ

とが本研究センターの目的です。 

3つのユニットを形成し、国内外の研究機関との連携のもとで研究を発展させていきます。 

第 1ユニット「哲学研究グループ」は「日本における哲学的方法のイノヴェーション」を課題と

しています。「日本哲学」を中心に据えつつも、新実在論、方法論、「ココロ」の哲学などの研究テ

ーマを取り上げ、「22世紀の世界哲学」という課題設定の意味と問題点を明らかにしていきます。 

第 2ユニット「宗教研究グループ」は「宗教の超克と調和に向けて」を課題とし、特に、アジア

の国々や地域がどのような宗教問題を抱えているか、また宗教自身に内在する問題はなにかを討議

していきます。「多文化共生社会における思想的基盤」の構築に向けて、新たな提言を行います。 

第 3ユニット「エコ･フィロソフィ研究グループ」は「エコ･フィロソフィの展開」を課題とし、

西洋的、自然科学的な視点でとらえられがちな環境問題に、東洋的な自然観や、身体論、システム

論による「環境」概念の再構築といった哲学的アプローチを導入することで、文理融合した学際研

究による環境デザインの実践を目指します。 
 

 
 

本センターのあゆみ 

 2016年 4月 13日 講演会：畑一成（カイザースラウテルン工科大学）「ゲーテの直観的判断力と

自然」 

 5月 23日  連続研究会「現代社会が直面する宗教問題」第 1回：K.V.バーブー（アーンド

ラ大学）「ヒンドゥー教徒とムスリムに関連するインドにおける宗教的暴力」 

6月 3日～6月 4日 一般社団法人サステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム（SSC）／東

洋大学国際哲学研究センター主催研究会・総会、公開シンポジウム「里山の思
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想」 

 6 月 25 日 続研究会「方法論としての近世哲学研究」第 1 回：三浦隼暉（東京大学大学院

修士課程）「初期ライプニッツにおけるコナトゥス理論に関する覚書－村上勝

三『知の存在と創造性』を出発点に－」、冨樫駿太郎（東京大学大学院修士課

程）「『省察』の論証構造について－『知の存在と創造性』第 II 部覚書－」 

 7 月 27 日 連続研究会「現象学の方法論および学問論―学際的哲学研究としての間文化哲

学の展開に向けて―」第 4 回：中山純一（東洋大学非常勤講師）「精神分析の

技法と現象学者の経験－フロイトとフッサールの交差地点－」 

 9 月 24 日 文学部哲学科＋国際哲学研究センター共催シンポジウム「自然・環境・人間」 

 10 月 1 日 連続研究会「方法論としての近世哲学研究」第 2 回：春日亮佑（東京大学大学

院博士課程）「ロックにおける道徳的知識について」、竹中久留美（東洋大学非

常勤講師）「ヒュームが本当に言いたいことは何か――ヒューム研究の現状と

これから」、藤坂大佑（東洋大学大学院博士課程）「プラグマティズムと経験論

的伝統」 

 10 月 8 日 ワークショップ「哲学・ショック――愛智の営みは何を受け取らせたのか」 

 10 月 12 日  研究会「日本語「自然」の定着過程における諸問題―国語学・哲学・文学の観

点から―」：相楽勉（IRCP 研究員）「美学受容と「自然」―森鴎外の場合―」、

木村一（IRCP 研究員）「訳語「自然」の定着と一般化」、山本亮介（IRCP 研究

員）「「うたかたの記」が志向するもの」 

 10 月 29 日  東洋大学文学部哲学科＋国際哲学研究センター共催 第 26 回白山哲学会 長

島隆教授最終講義「フィヒテとシェリング―知的直観と絶対知―」 

 11 月 12 日 シンポジウム「「実在論」の可能性をめぐって」 

 11 月 16 日 「即興ダンスワークショップ テーマ「イメージと動き」」講師：岩下徹（舞

踏家、即興ダンス〈山海塾〉ダンサー） 

 11 月 19 日 研究会「江戸期から明治期の日本における 自然観の変遷について―儒学と西

洋思想の葛藤―」：坂本頼之（IRCP 客員研究員）「徂徠における自然観とその

展開」、播本崇史（IRCP 客員研究員）「西周の「知情意」理解の儒学的背景」、

小路口聡（IRCP 研究員）「西周の「学術」観―「心理」と「物理」の間―」、

吉田公平（IRCP 客員研究員）「義と利の葛藤―功利主義との出会い」 

 11 月 19 日 国際哲学研究センター主催連続研究会連続研究会「方法論としての近世哲学研

究」第 3 回：渡邊裕一（学習院大学）「ジョン・ロックの自然権論――保持さ

れる権利、譲渡される権利――」、笠松和也（東京大学大学院博士課程）「新ス

トア主義と近世政治思想の一断面――リプシウス、グロティウス、プーフェン

ドルフ」、寅野遼（東洋大学大学院博士課程）「「接近」と「分離」――日本に

おけるスピノザ「政治思想」研究をめぐって――」 

 12 月 17 日 学際的ワークショップ「西洋中世の見／魅せ方―高校の勉強から大学の学問へ

―」 

 12 月 17 日 シンポジウム「宗教の相剋と調和に向けて」 

 12 月 17 日 国際哲学研究センター・神経現象学リハビリテーション研究センター主催「第
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8 回 人間再生研究会」 

 12 月 21 日 研究会「精神性に与える瞑想の効果」：ツルティム・ケサン（白館戒雲）「恩師

から聞いた止観―伺察修と安住修の必要性」 

 2017 年 1 月 21 日 連続研究会「方法論としての近世哲学研究」第 4 回：三浦隼暉（東京大学大学

院修士課程）「ライプニッツにおける有機体概念とその知解可能性―シュター

ルとの論争を中心にして―」、本間裕之（東京大学大学院修士課程）「ドゥンス・

スコトゥスの個別者理解について」 

 1 月 24 日 国際哲学研究センター主催東洋大学仏教青年会共催連続研究会「現代社会が直

面する宗教問題」第 2 回：佐々木閑（花園大学）「仏教の独自性とはなにか」 

 2 月 25 日 連続研究会連続研究会「方法論としての近世哲学研究」ワークショップ：村上

勝三（東洋大学名誉教授）「述語としての「存在」と「存在論的証明」－20 世

紀英米分析哲学におけるいくつかの場合－」、有賀雄大（東京大学大学院修士

課程）「デカルトにおける神認識の様式について－神の「包括的把握不可能性」

をめぐって－」、大野岳史（IRCP 客員研究員）「人間精神の内に存在するもの

－デカルトにおける「観念」とオッカムにおける「概念」－」 

 2 月 『神経リハビリテーション研究 No.2』刊行 

 3 月 『国際哲学研究』６号刊行 

 3 月 『国際哲学研究』別冊９号刊行 

 3 月 『エコ・フィロソフィ研究』11 号刊行 

 3 月 『エコ・フィロソフィ研究』11 号別冊刊行 

 3 月 『現象学のパースペクティヴ』刊行 

研究組織 

研究員・研究支援者 

【第 1 ユニット】 

相楽勉◎、竹村牧男、長島隆、辻内宣博、稲垣諭、坂本邦暢、小路口聡、山本亮介、木村一 

【第 2 ユニット】 

渡辺章悟◎、橋本泰元、岩井昌悟、水谷香奈 

【第 3 ユニット】 

河本英夫★、山田利明◎、榎本淳子、金子有子、山口しのぶ 

（★＝センター長 ◎＝プロジェクトリーダー） 

【研究支援者】 

岩崎大、三澤祐嗣 
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客員研究員（50 音順） 

井上忠男（日本赤十字看護大学教授）、王媛（多摩大学大学院客員教授）、大野岳史（東洋大

学非常勤講師）、唐澤太輔（龍谷大学世界仏教文化研究センター国際研究部門博士研究員）、ケ

ネス・田中（武蔵野大学経済学部教授）、坂本頼之（東洋大学非常勤講師）、田村義也（国学院

大学文学部兼任講師）、野村英登（二松学舎大学非常勤講師）、早川芳枝（東洋大学非常勤講師）、

播本崇史（東洋大学非常勤講師）、堀内俊郎（東洋学研究所客員研究員）、宮本久義（東洋大学

客員教授）、武藤伸司（東京女子体育大学講師）、村上勝三（東洋大学名誉教授）、横打理奈（東

洋大学非常勤講師）、吉田公平（東洋大学名誉教授） 

 

評価委員（50 音順） 

北脇秀敏（東洋大学副学長・国際地域学部教授） 

高山守（東京大学名誉教授） 

 

研究成果の概要（2017 年 2 月 1 日現在。それ以降のものは予定） 

【シンポジウム】 

1．一般社団法人サステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム（SSC）、東洋大学国際哲学研

究センター主催 研究集会（東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール、2016 年 6

月 3 日）  

開会挨拶：竹村牧男（IRCP 研究員） 

【講演】 

北脇秀敏（東洋大学副学長、IRCP 評価委員）「生活環境分野の国際協力と大学」 

【研究報告】 

金子有子（IRCP 研究員）「侵略的外来植物を巡るいくつかの話題提供」 

稲垣諭（IRCP 研究員）「健康と持続可能性」 

福士謙介（東京大学サステイナビリティ学連携研究機構教授）「グローバルチェンジが健康に与

える影響～アジア都市の持続可能性を考える」 

山野博哉（国立環境研究所生物・生態系研究センター センター長）「陸と海のつながりを考慮

した亜熱帯島嶼環境の保全」 

竹内やよい（国立環境研究所生物・生態系研究センター研究員）「ボルネオ熱帯林断片化景観に

おける集落保存林が生物多様性保全に果たす役割」 

【総合討論】 

司会：住明正（国立環境研究所理事長） 

閉会挨拶：仲上健一（SSC 理事長、立命館大学特任教授・東京大学客員教授） 
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2．SSC 公開シンポジウム「里山の思想」（東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール、2016

年 6 月 4 日） 

開会挨拶：松尾友矩（東洋大学常務理事） 

司会者挨拶：河本英夫（IRCP センター長） 

【基調講演】 

武内和彦（国際連合大学上級副学長、東京大学サステイナビリティ学連携研究機構長）「レジリ

エントな自然共生社会の実現を目指して～里山・里海連環による地域再生への展望」 

【講演】 

高林純示（京都大学生態学研究センター教授）「昆虫と植物の会話を解読する－かおりの生態学

－」 

八木信行（東京大学大学院農学生命科学研究科准教授）「海からながめる里山」 

【パネルディスカッション】 

パネル発表：山田利明（IRCP 研究員）、中井徳太郎（環境省大臣官房審議官） 

【総合討論】 

司会：河本英夫 

閉会挨拶 

3．文学部哲学科＋国際哲学研究センター 共催シンポジウム「自然・環境・人間」（東洋大学白山

キャンパス 6 号館 4 階 6401 教室、2016 年 9 月 24 日） 

【基調講演】 

ヴォルフガング・ノイザー（カイザースラウテルン工科大学）「哲学と情報技術」 

【シンポジウム】 

山口一郎（東洋大学名誉教授）「現象学からみた〈自然・環境・人間〉」 

北澤恒人（大東文化大学）「シェリング哲学からみた〈自然・環境・人間〉」 

長島隆（IRCP 研究員）「環境との媒介における生命」 

司会：河本英夫（IRCP センター長） 

4．国際哲学研究センター主催シンポジウム「「実在論」の可能性をめぐって」（東洋大学白山キャン

パス 6 号館 4 階文学部会議室、2016 年 11 月 12 日） 

清水高志（東洋大学）「メイヤスーと思弁的実在論」 

菅原潤（日本大学）「ポスト・カント主義と相関主義―グラントを介して」 

司会：長島隆（IRCP 研究員） 

5．国際哲学研究センター主催シンポジウム「宗教の相剋と調和に向けて」（東洋大学白山キャンパ

ス 6 号館 4 階 6406 教室、12 月 17 日） 

開会式 

宮本久義（東洋大学、IRCP 客員研究員）「インドにおけるナショナリズムと宗教」 

井上忠男（日本赤十字看護大学、IRCP 客員研究員）「人道とアイデンティティ戦争～宗教の壁を
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超える赤十字の視点から～」 

廣澤隆之（大正大学）「宗教の言説と文化的・歴史的文脈」 

総合討論 司会：渡辺章悟（IRCP 研究員） 

閉会式 

 

【ワークショップ】 

1．国際哲学研究センター主催ワークショップ「哲学・ショック――愛智の営みは何を受け取らせた

のか」（東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール、2016 年 10 月 8 日）開会挨拶：河

本英夫 

【提題 1 古代哲学】 

福田宗太郎（京都大学高等教育研究開発推進センター）「プラトンはソクラテスから何を受け取

ったのか」 

【提題 2 中世哲学】 

アダム・タカハシ（白百合女子大学）「中世哲学の生成とアリストテレス註解の伝統：アヴェロ

エスとアルベルトゥス・マグヌス」 

【提題 3 近世哲学】 

阿部皓介（東京大学大学院博士課程）「デカルトとライプニッツ――初期思想を中心に――」 

フロア・ディスカッション 司会：坂本邦暢（IRCP 研究員） 

閉会挨拶：河本英夫 

 

2．国際哲学研究センター主催 学際的ワークショップ「西洋中世の見／魅せ方―高校の勉強から大

学の学問へ―」（東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール、2016 年 12 月 17 日） 

開会挨拶：辻内宣博（IRCP 研究員） 

【提題 1 哲学】 

小林剛（中央大学）「地動説より天動説の方が正しい?!」 

【提題 2 歴史】 

大谷哲（東北大学専門研究員・跡見学園中学高等学校）「光は東方より，そして消えない輝き―

―中世キリスト教世界の多様な広がり――」 

【提題 3 美術史】 

古川萌（東京芸術大学・日本学術振興会特別研究員（PD））「はじめまして，美術史――イメー

ジの歴史のダイナミズム」 

フロア・ディスカッション 司会：大野岳史 

閉会挨拶：鈴木道也（東洋大学） 
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【発行物】 

1．『神経リハビリテーション研究 No.2』（2017 年 2 月刊行） 

目次 

河本英夫「システム的リハビリテーション――セラピストのためのシステム現象学」 

 村部義哉「歩行に対する認知神経リハビリテーションの問題点とシステム現象学の応用可能性～

行為間比較の実践例を介して～」 

橋間葵「パーキンソン病患者のすくみ足に対する現象学的解釈の試み～訓練室と現実の行為の隔

たりは埋められるのか～」 

渡邉徹「無意識レベルへのアプローチについて－左片麻痺を呈した１症例の治療を通して－」 

大越友博「右脛骨骨幹部骨折後に遷延する疼痛と入眠時不随意運動を呈した一症例」 

 

2．『国際哲学研究』6 号（2017 年 3 月刊行） 

 

3．『国際哲学研究』別冊 9「自然 環境 人間」（2017 年 3 月刊行） 

目次 

はじめに（河本英夫） 

Wolfgang Neuser "Metaphysikwandel unter den Bedingungen einer informatischen Umwelt" 

ヴォルフガング・ノイザー（翻訳：稲垣諭）「情報環境の制約下での形而上学の転換」 

河本英夫「自然という現実性――一つの科学哲学的考察」 

山口一郎「フッサール現象学から見る「自然、人間、環境」」 

 北澤恒人「シェリング自然哲学から見た<自然、環境、人間>」 

 長島隆「環境との媒介における生命－ヘーゲル自然哲学に即して」 

【特別寄稿】 

 稲垣諭「個はいかにして立ち上がるのか？―個体化の現象学に向けて」 

 
4．『エコ・フィロソフィ研究』11 号（2017 年 3 月刊行） 

目次 

はじめに（山田利明） 

【論文】 

山田利明「方術から方技へ」 

田村義也「南方熊楠の「自然保護」」 

唐澤太輔「浸透する場あるいは〈中間〉の視座―動物・幼児・妙好人―」 

早川芳枝「坂口安吾の歴史観―古代東アジア史を中心に」 

野村英登「佐藤直方の静坐説における実践的側面について」 

横打理奈「世界を見つめる眼差し：W.ホイットマン・児玉花外・郭沫若」 

河本英夫「システム的介入の最近接領域」 

河本英夫「チバニアム」 

金子有子「絶滅危惧種リュウノヒゲモと琵琶湖・淀川水系固有種ネジレモに関する保全遺伝学的
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研究」 

武藤伸司「現象学と自然科学の相補関係に関する一考察（3）」 

【書評】 

水谷香奈「『ブッディスト・エコロジー―共生・環境・いのちの思想―』（竹村牧男著）」 

 

5．『エコ・フィロソフィ研究』11 号別冊（2017 年 3 月刊行） 

目次 

【第一部 公開シンポジウム 里山の思想】 

武内和彦「レジリエントな自然共生社会の実現を目指して～里山・里海連環による地域再生への

展望」 

高林純示「昆虫と植物の会話を解読する－かおりの生態学－」 

八木信行「海からながめる里山」 

山田利明「風水説と環境論」 

中井徳太郎「環境・生命文明社会とつなげよう、支えよう森里川海プロジェクト」 

【第二部 セミナー・研究会】 

・SSC 研究会 

北脇秀敏「生活環境分野の国際協力と大学」 

金子有子「侵略的外来植物を巡るいくつかの話題提供」 

稲垣諭「健康と持続可能性－哲学的環境デザインと人間の可能性－」 

福士謙介「グローバルチェンジが健康に与える影響～アジア都市の持続可能性を考える」 

山野博哉「陸と海のつながりを考慮した亜熱帯島嶼環境の保全」 

竹内やよい「ボルネオ熱帯林断片化景観における集落保存林が生物多様性保全に果たす役割」 

・第八回人間再生研究会 「治療介入の最近接領域」 

肥後範行「脳損傷後の機能回復をもたらす脳システムの可塑的変化―モデル動物による研究―」 

河本英夫「システム的介入の最近接領域」 

大越友博・稲垣諭「治療の最近接領域－整形外科疾患を手がかりに」 

【第三部 ワークショップ】 

・即興ダンスワークショップ「環境－人間の組織化」 

岩下徹、河本英夫「対談」 

・即興ダンスワークショップ「イメージと動き」 

岩下徹、鈴木信一「質疑応答」 

 

6．『現象学のパースペクティヴ』（2017 年 3 月刊行） 

目次 

はじめに 

【Ⅰ 現象学的方法】 

●現象学の深化 

植村玄輝「記述と論証：ブレンターノとフッサールの場合」 
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武藤伸司「本質直観と時間意識」 

●現象学の外から、外へ 

坂本邦暢「デカルトを読むフッサール：コギト、場所、時間」 

山口一郎「学際的哲学としての神経現象学の方法論」 

【Ⅱ 現象学的メタモルフォーゼ】 

●触覚・身体 

河本英夫「触覚性転換：現象学的探求の拡張」 

廣瀬浩司「「肉の告白」としての哲学：メルロ＝ポンティ最晩年の思想の彼方に」 

●臨床・主体 

稲垣諭「臨床と影：操作と変容する主体の現象学」 

岩崎大「解体される死：本来性の可能性をめぐって」 

●他者・言語 

加藤敏「ウィトゲンシュタインにおける構造論的言語理解：フロイト、ラカンを対照として」 

吉永和加「現象学から他者論へ：他者論の宗教化とその回避の可能性」 

●魔術・芸術 

武内大「魔術的仮想世界の現象学：イメージ・夢・幻覚」 

中山純一「現象学の文学化の試み：詩歌の現象学に向けて」 

おわりに 

索引 
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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 

 

平成 25年 5月 13日改訂 

 

東洋大学国際哲学研究センター運営委員会・編集委員会 

 

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 

 

1. 『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、ならびに本センター主催のシンポジウ
ム・講演会・研究会等の報告などを掲載する。 

2. 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。 

3. 本誌に投稿できる者は、本センター研究員・客員研究員・研究助手・研究支援者・RA、および編集
委員会の依頼を受けた者とする。また、連名も可とする。 

4. 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。 

5. 投稿論文等の原稿の締め切りは、当該年度の 10月末とする。 

6. 本センター研究助手・研究支援者・RA、およびそれ以外で査読を望む者による投稿論文・訳註は、
編集委員会の責任による査読を経たのち、掲載の可否を決めることとする。 

7. 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。 

8. 著者校正は原則として 1回とする。校正は著者が行い、誤字・脱字、誤植以外の訂正、変更、削除、
挿入は認めない。校正の期間は一週間とする。 

9. 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 1か月以内までとする。 

10. 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。 

11. 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、
あらかじめ了承されたい。 

＜付則＞ 

1. 平成 23年度刊行の本誌 1号に関しては、本センターが平成 24年 6月中に著作者に著作権譲渡承諾
書を送り、平成 24 年 7 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。 

2. 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。 

3. この規程は平成 24年度より適用する。 

4.  この規程は平成 25年 5月 13日に改訂された。 
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執筆者一覧（執筆順） 

 

河本 英夫 東洋大学文学部教授 

宮本 久義 東洋大学客員教授 

井上 忠男 日本赤十字看護大学教授 

廣澤 隆之 大正大学   

K.V.バーブー アーンドラ大学哲学宗教学科教員 

木村  一 東洋大学文学部准教授 

堀内 俊郎 東洋大学東洋学研究所客員研究員 

清水 高志 東洋大学総合情報学部准教授 

山本 亮介 東洋大学文学部教授 

相楽  勉 東洋大学文学部教授 

坂本 頼之 東洋大学非常勤講師 

播本 崇史 東洋大学非常勤講師 

小路口 聡 東洋大学文学部教授 

吉田 公平 東洋大学名誉教授 

畑  一成 カイザースラウテルン工科大学   

竹中久留美 東洋大学非常勤講師 

三澤 祐嗣 東洋大学国際哲学研究センター研究支援者 

辻内 宣博 東洋大学文学部准教授 
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