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 私は25年以上もの間、文化を横断し、時代を貫く哲学の翻-訳に興味を抱いて来た。ここでの翻-訳とは、ある言
語の言葉を他の言語の言葉に置き換えるということ以上のものを含んでいる。私が「翻-訳」という語にハイフン
を用いるのは、「より以上」の関わるものを示すためである。すなわち、目につく文法や語彙だけではなく、より
目につきにくいアイデアや思考のパターンも含まれているのである。哲学は、観念や我々が論証と呼ぶものと共に
作動している。しかしあるグループで表明されている哲学的なアイデアが、他のグループの思索には見られないと
いうことがしばしばある。とりわけ、二つのグループの言語が少しは関係しているとしても、遠い関係しかない場
合はそうである。両方の言語に精通している翻訳者は、特定の文化に対してアイデアや諸産物を新たに提示するた
めに、しばしば新しい言葉を作り出したり、あるいは既存の言葉の意味を変えたりしなければならなかった。アイ
デアは諸産物のようには簡単には把握できない。つまり、アイデアを理解するためには、実例と同じように想像力
が要求されるのである。
 言葉が多かれ少なかれそのまま伝えられていたところでさえ、その意味は根本的に変わる可能性があり、見えに
くい翻訳が生じた。古代ギリシア語のεἶδος（エイドス）は、プラトンが事物の不変の本質の意味で使う以前には、
何かの見た目の意味であったし、ギリシア語の新約聖書においては外見を意味し続けていた。同じ意味でプラト
ンはまたἰδέα（イデア）というギリシア語を用いたが、ラテン語のideaとなり、ヨーロッパの言語では本質的には
同じ綴りの言葉となった。しかし実際には、イデアがその場所（place）を見出した領域は、この見えにくい翻-訳
の推移のただ中を移行していった。ラテン語で著述したキリスト教思想家たちは、ideaの場所を、不変の超越的な
領域から、神の心へと移すことが必要であると考えた。神は、自身のアイデア（idea）に一致するように世界を創
造したのである。中世と近代の西洋の哲学者たちは、これらの高貴なるideaを、自身のアイデア（idea）を世界の
事物に合わせる必要があるような、単なる人間の心へと移した。ideaは主観的になり、我々が今日使用するように、
私的で各人の内面的なものとなった。そして哲学者たちには、ideaを明確にすること（チャールズ・パースが1878
年に述べたように）、ideaが正確に述べられたかを確かめることが残された。もちろん、これらの主観的なものと
されたideaは、私的な個人の心に入り込む以前に、言語や文化によって媒介されていた。ideaは常に翻訳されてき
たのであり、避けがたく言語の話者の「私的な」心へ移されて、翻-訳されてきたのである。ある時には、ジョージ・バー
クリーのような哲学者たちが、我々が私的な心の外部として知覚している世界は、我々の心のideaの投影にほかな
らないのではないかと考えた。バークリーの「見解（view）」は「主観的観念論」と呼ばれるものとなった。その後、
例えばカントのような他の種類の「観念論」が続いた。カントの観念論は、因果性や時間と空間といった普遍的な
構造とideaを、個人的な心が共有していると提案するようなものであった。これらは、我々が経験する通りに世界
を経験することを可能にするのである。彼の立場は、「超越論的観念論」と呼ばれるようになった。この「超越論的」
という語は、経験に対して先立つものを、そのような経験を越えたものを示している。ヘーゲルの「絶対的観念論」
は、歴史を通して自らを実現するidea、あるいは概念（Begriff）を提案した。同様に、プラトンのideaの理論がずっ
と以前から「観念論」と呼ばれるようになったのは、彼が世界の可視的な事物を、永遠のideasの単なる不完全な
コピーと見なしたからである。

 もう少し、この例を続けていこう。幕末や明治初期の日本の学者たちが西洋のidealism（イデアリスム）の考え
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方に遭遇した際に、彼らはidealismに対応する既成の中国語や日本語の用語をまったく見出せず、最初にその意味
（あるいはむしろ、その一連の意味）を伝えようと試みてもがき苦しんだ。日本における最初の有名な西洋哲学概
論書である1886年の『理学鉤玄ⅰ』の中で、批評家中江兆民は「意象説」という漢語を造語し、それに片仮名でイ
デアリスムと注記した。それに少し先んじた18881年に、中江兆民に単なる亜流のエリート主義者と評された井上
哲次郎が、「idealism」の翻訳として、唯心論という仏教的な含みのある言葉を提案した。井上円了は哲次郎と同
じ用語を1886年の『哲学一夕話』の中で使用した。おそらく二人の井上は、「idea（観念）」に対応する語として彼
らの語を考えていたというよりは、むしろしばしば唯心と呼ばれていた仏教理論のことを考えていたのであろう。
この唯心という理論は、通常知覚されている世界はその人自身の迷いの心が映し出したものであるというものであ
る。西洋哲学のidealismには、現象世界は心の構築物であるという考え方が反響しているが、しかし迷いという含
蓄までは含んではいない。また"唯心論"は、現在の日本語の哲学辞典では、「spiritualism」の翻訳であり、一方"観
念論"が「idealism」の標準的な訳語となっている。井上哲次郎は、1884年の「我世界観の一塵」という論文の中で、
客観的世界が実際に存在すると主張する実在派と対比して、客観的世界は知る主観の産物であるとさまざまな仕方
で主張する学派を概括して示すために、観念派という語を使った。そこで彼は、客観の世界と対比して、心だけが
実在するというタイプの観念派について言及する。この世界観──彼がそう呼ぶのだが──は、少なくとも哲学の
歴史の中で三度現れた。すなわち、パルメニデスに端を発してプラトンにおいて頂点に達し、カントに端を発して
ヘーゲルにおいて頂点に達し、ウパニシャッドに端を発しヴェーダーンタにおいて頂点に達した。この大雑把な性
格付けの正確さへの疑問とは別に、この世界観の枠内にある用語と区別は、哲次郎の学生や読者にとって決して自
明なものではなかった。多くの用語は西周によって導入されたが、いまだにはっきりと儒教や仏教の意味合いを帯
びていた。

 認識論的な意味において、主観（subject）、主観的（subjective）、主観主義（subjectivism）といった用語は、
例えば客観（object）、客観的（objective）、客観主義（objectivism）と同じように、太古からの余韻を伴う外来
の造語であった。例えば"subject"の訳語の主観は、文字通り何か「主なる観点」のようなものであり、文字通り主
人の観点を示唆している。対して"object"の訳語の客観は、客もしくは受け手の観点を示唆している。新しい日本
語の用語の奇妙さについてのヒントを得るために、我々は英語の用語"subject"を"the undercast"と変換することを
想像してみよう、"the undercast"はラテン語のsubjectumをまるで直訳したかのような語であり、このsubjectum
は同様に「下にあるもの」を意味するギリシア語のhypokeimenonを翻訳したものである。日本の哲学者たちは、
subjectの三つの意味の間の区別を導入することによって、問題をついには複雑化し、──そしてやっとのことで
問題を明確なものとした。すなわち三つの意味の区別とは、認識的なsubjectを主観とし、具体化されたあるいは
統合的なsubjectを主体とし、文法的なsubjectを主語とする区別である。これらのうち最初のものである主観だけ
が、明治時代の初期の哲学者の間に行きわたっていた。

 井上哲次郎と彼の同僚の翻訳者たちが、2000年にわたる西洋哲学の語彙を20〜30年に圧縮するという課題に直面
していた、ということを忘れないでおくことは重要である。彼らは哲学的な辞書を編纂することによって、西洋哲
学を受容し、日本の伝統を哲学的なものとして再-定義しようという、彼らが選んだ課題に取り組んだ。その際には、
しばしば井上が先頭に立った。既に西周が用語の定義づけを行うプロジェクトを始めていたが、しかし井上と彼の
共著者は1881年、1894年、1912年に出版された『哲学字彙』2 の編集においてそれを体系化した。最終版では、第
一版で定義されていた英語の用語にドイツ語とフランス語の翻訳が付け加えられ、一つしか日本語の訳がなかった
多くのものに他の選択肢が追加された。批判者たちがたくさんの間違いを指摘したということは、哲学的言語が未
だに非常に不安定であったことのもう一つの証拠であろう。1909年からは、医学、工業、教育、経済や農業を包括
する『大日本百科辭書』の一部として、より包括的な辞書が出版され始めた。井上哲次郎は、その際に、伝記、書
誌情報や学術的コメントによって補われた哲学的な記事に寄稿した75人ほどの教授たちの一人であった。この『哲
學大辭書』が整理した記事の見出しは、編集者が哲学とその他の領域と考えているものの範囲を示している。哲學
大辭書が定義している用語の範囲は以下の通りである。哲学とその歴史、論理学、認識論、倫理学、美学に加えて、
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東洋哲学と東洋の倫理学、インド哲学、神道の哲学、仏教哲学、キリスト教とユダヤ教、心理学、児童学、宗教、
社会学と法、言語学、教育学、生物学、人類学、精神医学を我々は見つけることができる。西洋の哲学者と同様に
東洋の哲学者の伝記も付け加えられている 3 。1920年代には哲学的用語法が、かなり確立された。標準的な西洋語
に対する日本の語句は、初期の翻訳語から入れ替わるか、多くの訳語で感知できた儒教や仏教の香りが隠されるか、
どちらかであった。

 私は、いつ、どこで、"idealism"という用語が古代の唯識という仏教理論を表すようになったのか知らないし、
またそういった西洋の考え方がそれに適合しているのかどうか全く不確かである。しかし我々がよく知るように、
井上哲次郎は、彼が『日本陽明学派之哲学』（1900年）、『日本朱子学派之哲学』（1906年）、『日本古学派之哲学』（1902
年）と称した立場を表すために、idealism（観念論）という用語やrealism（実在論）やmaterialism（唯物論）と
いった同種の用語を用いた。井上はもちろん、ある学派を観念論として考え、別の学派を唯物論や実在論として考
えたわけではない。むしろ彼は、西洋の考え方を用いて、西洋の哲学と対比させる方法により、三つの学派の立場
を定義しようとしたのである。彼がまさに試みたのは、ヘーゲル的弁証法を三つの学派に適用することであり、日
本の陽明学派を定立と考え、日本の朱子学派を反定立と考え、そして日本古学派を総合とみなしたのである──
皮肉なことに、総合と考えられる「古学（古い孔子の教え）」は年代順で言えばもっとも初期の立場に戻るのであ
る。この日本の儒学の学派の三区分は、井上の発案であるようだが、上述の弁証法のねじれを除けば、今日でも
いまだに用いられている区分である。より重要なのは、哲次郎によるphilosophy（哲学）の概念の日本の儒学的思
想への適用が、東洋の思想が真に哲学的なものであるということの認知を得ようとする努力を示していることであ
る。この努力は、円了と何人かの人々に共有された。当時の日本の学者たちにとって、自らの国の伝統を「哲学」
とみなすことは決して明白なことではなかった。今日の「日本哲学」という呼称もまた、反論の余地がないもので
はない。私は、Japanese Philosophy: A Sourcebook 4 という本の中で、この疑問に関する議論の概要を試みてきた。
Sourcebookという本もまた「philosophy」という語の翻訳の試みと、西周の仕事によって始まったその起源につい
て要約している。ここで私は、どのようにして彼がついに哲学という新しい造語を確定したのかについて、詳細を
繰り返すつもりはない。しかし、現在では確かに標準となったこの「哲学」が、20年以上にわたって「理学」とい
う用語と競争関係にあったということを思い起してもらいたい。

 哲学的な用語の翻訳の多くは、大正時代まで変わりやすいものであった。例えば、"理学"は、"philosophy"だけ
ではなく、円了がこの用語を用いた時のように、哲学と区別された"sciences"の翻訳でもあり得た。"理学"は現在も
なお東京大学の自然科学の学部の名前である。哲学受容のこの段階では、"philosophy"や"science"のような西洋の
標準的なカテゴリーを翻訳するために使われた様々な用語は、伝達することが目的であったが、期待とは裏腹に、
新奇でそして多くは謎めいたらしい西洋の概念であった。

 私は、西洋の哲学と政治システムを理解するために中心的な役割を果たした用語のペアについて言及してみたい。
それは特に個人の権利の考えに関するものである。"The  individual"や"individual person"というアイデアは、福
沢諭吉や他の近代初期の日本人翻訳者に対して、重大な課題を提起した。「個人」という用語は、福沢が定着させ、
今では訳語として標準となっている。しかし"個人"は、常に他者との関係の中を存在している人間として、一人だ
けの、もしくは抜き出された人間を含意しており、自律した人格ではない。個という接頭辞は、もちろん、助数詞
である。初期の辞書の"individual"についての記事には、他の記述語を含んでおり、その意味は"単"、"独"、あるい
はつなげて"単一個人"である。井上哲次郎の『哲学字彙』の初版（1881年）では、"individual"という用語に対して、
単一の存在を意味する"個体"と共に、"各自"という語をあてている。この"各自"は英語で言えば、おおよそ"each"あ
るいは"each one"を意味することになる。"individuality"という用語には、"孤独"（英語で言えばsolitudeもしくは
aloneness）という語をあてている。1912年の後の版では"individual"に"各個"と"個人"を加えている。この版では、
英語の"individuality"とドイツ語の"Einzelheit"には"単独"と共に"孤単"という語を当てている。もちろん"individual"
という用語は、人間だけでなく、すべての事物に適用できる。しかし我々が個人を"individual person"と再-翻訳す
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るならば、同じ種類の困難に遭遇する。つまり、personという概念は日本語で近い同義語を欠いていたのである。
もちろん、"人間"という考えは存在していたが、これは1700年代中頃までは「じんかん」と発音され、他の五つの
存在ⅱの世界と対置されて、輪廻での人間世界を示していた。日本語の人という用語は、西洋の考えでは多かれ少
なかれ当たり前だと思われている個人の自律や自立という考えと、まったく関係がない。最近の研究者である川島
武宜は、困難さの説明を提示している。

    ［日本において］individualは独立した存在とは考えられていない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。むしろ、彼の関心は
0 0 0 0 0

、彼が属している集団
0 0

の関心に没入しており
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、集団の関心こそが、もっとも重要性をもつものとして認識されている……他の個人と
対等な独立した存在としての個人という観念の余地はない。 5

 この観察は近代初期日本の辞書編纂者に対してわけのわからないものであろう。同様に、私たちは福沢の「同等
トハ……権理通義ノ等シキヲ云フ」ⅲという言葉を違和感なく読む。しかし彼がrightという英語に対して用いた権
利（彼は権理と書いた）という日本語は、1870年代の中頃の彼の読者の目を捉えたであろう。彼は、「他の人を妨
げない、もしくは邪魔しない」というように、その意味の範囲を何度も限定した後でのみ、新しい言葉を用いた。
彼は、権利という自らの考えや、自由と独立（自由自在）という彼の考えを、利己的なものととられないように注
意深く区別した。

 これまで私は用語の翻-訳のいくつかの例を挙げてきただけだったが、哲学とは、その用語を使って「論証」す
る営みであろう。古代ギリシアにおいてアリストテレスは、タレスやヘラクレイトスといった、事物のロゴス

0 0 0

を探
求した人々の残した断片を読んだ。彼らはミュトス（神話）という物語を受け入れなかったとアリストテレスはみ
なしていた。アリストテレスはこれらの思想家たちを回顧して哲学者

0 0 0

と呼び、はるか後の19世紀には、これらの
思想家たちは哲学史の中で「ソクラテス以前の哲学者」として位置づけられることになった。実際のところ彼らは、
論理的な論証のように見えるものをほとんど示さなかった。また、論理が明白なところでさえ、例えば生成変化の
非-存在についてのパルメニデスによる議論のように、彼らのテキストはミュトス（神話）で満たされている。そ
れはプラトンの対話篇でももちろん同様である。主張を論拠に基づける方法は少しずつ発達し、幅広く多様な議論
のスタイルを生み出した。現代の哲学者たちはそのすべての議論のスタイルを妥当なものとはみなしていない。過
去を回顧して構築された哲学史において、論争という論証仕方は、首尾一貫した事物の見方の提示と同じように、
哲学の重要な証しである。

 東アジアにおける思想史では、"論理的なもの"とそれに対して"神話的なもの"といったようなカテゴリーに分け
ることは、さらに難しくなる。明治時代以前の日本に哲学があったかどうかかということについての論争の一部は、
以下のような問いに関わっていた。その問いとは、日本のテキストが、西洋の哲学者のような論理的論証を提示し
ているかどうか、というものである。しかしそのような研究が生まれる以前でさえ、日本の学者たちは、彼らが出
会った西洋のテキストにおいて、論理的論証仕方を認めなければならなかった。西周などの学者たちは、論証仕方
を説明し、たくさんの実例を与えたテキストに助けられた。そのようなテキストの一つは、ジョン・スチュワート・
ミルの『論理学体系』であり、西はこのテキストに1863-65年のライデン大学滞在中に出会った。もう一つの同様
のテキストはオーギュスト・コントの『実証哲学講義』であった。西は自身の著作『百学連環』（1868年）の中で、
多くのコントのアイデアを言い換えていたが、しかしあるアイデアは拒否されたようである。彼はあらゆる知識の
種類を統合する経験的な理論に惹きつけられた。儒教の教育を受けた彼は、コントのように、実践的行為が理論の
目的であるべきだと考えていた。しかし彼はミルの哲学に好意を示したが、精神諸科学を偏愛し、自然諸科学には
あまり興味を示さなかった。それにしても、西がいくつかのアイデアを単純に受け入れ、続いて、それらを苦も無
く日本の知的世界に伝えたわけではない。もしそのようなことができたと考えるならば、それは実態と大きくかけ
離れている。
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 「経験的」、「知識」、「理論」、「精神諸科学」、「自然諸科学」という言葉はすべて外国の新奇な概念であった。蘭
学は、とりわけ西の半世紀前には、こういった概念の理解の道を準備していた。そして西はオランダに渡る前にオ
ランダ語を習っていた。やがて彼は、ミルを理解するために十分な英語を習得した。見たところ、彼はコントの
著作を、ライデン大学のオプゾーメル教授の講義で翻-訳されたもののみ理解していたようだ。彼が日本に戻って

「philosophy」を紹介した時、学問分野が蘭学になじみのないものであったため、彼は、哲学者たちが何を
0 0

考えて
いたかについて説明するだけではなく、いかに

0 0 0

考えていたのかを説明するという困難に直面した。近代初期の翻訳
者たちの課題が非常に手に負えにくかったであろう一例として、1860年代の開国期以前に唯一書かれた、西洋哲学
を扱うテキストを見ていこう。『西洋学師ノ説』は古代ギリシアと近代ヨーロッパの哲学者たちと経験科学者たち
についての、簡潔で非常に不完全な概略である。この著作は1835年に医学と軍事学の学者である高野長英によって
書かれた。長英の儒学的なスタイルのテキストでは、古いオランダ語で「哲学者」を意味するwijsgeerという語に、
学師という訳語があてられている。そして例えば、プラトンのプシュケーもしくは魂の理論を、朱熹の虚霊不昧と
いう用語で説明した。長英は、西洋哲学が、根拠のない議論のかわりに、実測に基づく実験的な方法を用いること
によって、経験科学へと進歩すると推測していた。彼の下位区分の分類は、多くのオランダ語の言葉を未翻訳のま
まにしていた。しかし彼の説明は、logic（オランダ語ではredeneerkundeだが、長英はredenkundeと書いていた）
の訳語としての「知理義学」といったような、もはや使われていない新しい言葉を造り出してもいた。

 当時の学者たちは、未だ、外国語で思考できるほど十分に学んでは来なかった。そして外国語で思考することは、
「哲学」の新奇で謎めいた考え方を把握するために必要なことであった。このことをよく示すのが、東京大学での
哲学の最初の講義が英語で教えられたということである。英語は、徳川時代から明治時代のアカデミックな制度へ
学者たちが移行した際に、オランダ語に取って代わったのであった。ジェイムズ・サマーズが、1873年に開成学校で、
日本の最初のアカデミックな科目としての哲学を教えた。この開成学校は東大の前身であり、福沢諭吉が教師を
つとめ運営にも関わった。サマーズはミルのSystem of Logic［論理学体系］やトーマス・ファウラーのDeductive 
Logic［演繹的論理学］といった英語のテキストを使用した。哲学の最初の日本人教授たちは、ミシガン大学で学
んだ外山正一のように、アーネスト・フェノロサと共に英語で講義をした。1880年代には、ルードヴィヒ・ブッセ
とラファエル・フォン・ケーベルがドイツの思弁哲学を紹介し、イギリスの実践的哲学よりも優勢になった。しか
し、二人のドイツ人たちは多くの場合、英語での講義の伝統を続けた。はっきりとは言えないが、おそらく井上哲
次郎が1890年に講座主任の地位に就くまで、日本語は東大での哲学教育の優先的な言語とはならなかった。

 学者たちはその間、アカデミックなグループの内外で、哲学の西洋の専門用語の翻-訳を続けた。非常にゆっく
りと、彼らは日本語の儒学の書物と共通する文体を、より口語的なスタイルに置き換えていった。振り返ってみる
と、彼らの哲学的作品における一般的なスタイルは、革新的であったとしても、伝統的な儒学の論説と20世紀の日
本の哲学者の散文の中間にあるような、古めかしく見えるものである。彼らの用語法は、儒教的響きに満ちた造語
であり、新しい仕方で使用された古い言葉（"宗教"のような用語）が散りばめられていた。彼らの辞書は未だにまっ
たく決定的なものとはならず、彼らの書き方も過渡期にあるものであった。近代主義者で自由主義者の中江兆民で
さえ、我々が"自然法"と呼んでいるものを示すために"天地の理"と書いていた。「哲学」はいうまでもなく、今日ま
で生き延びている、「文明」や「権利」、「個人」や「真理」や「進化」といった言葉も、現代において読む場合に、我々
はこれらの言葉が明治時代初期においていかに新奇なものであったのか、忘れてしまいがちである。

 20世紀日本の哲学の語法は、突然現れたわけではない。フラマン人の研究者であるヴィリー・ファンデヴァーレ
と共に、以下のように言ったところで、おそらく言い過ぎではないだろう。「西田が『善の研究』を出版する［1911年］
までに、既に日本語は、西洋の統語法により近くなった統語法が定着するような、深刻な変化を経てきたのだ……
ある意味では、西洋の作品を日本語に忠実に翻訳するために、日本語はもとの言語を模倣しなければならなかった
のだ……」6 。インド-ヨーロッパ語の主語-述語構造を日本語の文法構造に適応することについて、さらに多くの
ことを言うことができるだろう。
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 今日の哲学的な日本語の使用においては、多くの場合、元々の外国語の名残を見て取ることはできない。確か
に哲学の翻訳は、西半球において昔からずっと、同じように西洋言語の重大な変化を要求していた。ギリシア哲
学をラテン語の語彙と文法へと翻訳することは、中動態の微妙な区別を失わせ、hypokeimenonのような概念を
subjectum、subjectに変形させた。ラテン語を近代西洋語へ変換したことによって、sacer（荘厳な）とsacred（聖、
世俗の反対）の間の差異が消去された。17世紀のデカルトとスピノザは、自らの母国語と同様にラテン語でも著述
を続けたが、このことは学者と他の文字を読める人たちとの隔たりを示している。しかし、1700年代に入ってヨー
ロッパにおける書き言葉は口語的な語法に近づいていった。これは、明治時代の間の日本語のケースよりも、口語
に近づくものであった。日本における哲学受容は、西洋における哲学の話法に倣った、日本の書き言葉の変形のこ
とであった。

 この素描が、哲学の翻-訳と、明治初期から中期にかけての思想家たちが西洋哲学をどのように翻-訳していたの
かについて、私のおおまかな考えを伝えるものであったことを望んでいる。私が彼らのテキストを読もうとする
とき、彼らの用語が完璧に現代的に感じられるところでさえ、なんと彼らの語法が古めかしく見えることだろうか、
という思いに打たれる。私は、これらの初期の哲学の翻訳者たちによって作り出された造語──これらの用語は今
日では聞き覚えのある明白なものとなっている──の中に備わっている奇妙さを想像してもらえるように試みた。

「日本近代初期における西洋哲学の摂取」というわたしの論文は、その中で哲学的な問題が提起された用語について、
また明治時代の代表的な哲学者たちの議論の枠組みの違いについての（とりわけ井上円了について）、より広い観
点を提供するものとなっている。

注

1  この論文は、近刊予定のBret W. Davis編the Oxford Handbook of Japanese Philosophyに収録予定のより長い章から抜
き出されたものである。Oxford University Pressの許諾を得て、翻訳された。

2  『哲学字彙』東京大学、1881年。井上哲次郎、元良勇次郎、中島力造『英独仏和 哲学字彙』丸善、1912年
3  森山章之丞他編『哲學大辭書』、同文館、1909年、 1 〜 3 巻、追加（ 1 冊）、索引（ 1 冊）。Gino K. Piovesanaによれ

ば以下の通りである（Recent Japanese Philosophical Thought 1862-1996: A Survey, with a new survey by Naoshi 
Yamawaki 1963-96. London and New York: RoutledgeCurzon, 1997, 79-80）。1922年に「より良い哲学辞典」が出版さ
れた──これは、宮本和吉他編『岩波哲学辞典』、岩波書店、1922年のことである。続いて1930年に伊藤吉之助によっ
て編集されたより小さな辞書が、版を重ねて、長い間標準的な辞書となった。それ以来、 1 ダースほどの哲学辞典が
出版されてきており、その中には三木清によって編集された『現代哲学辞典』（日本評論社、1936年）も含まれている。
この辞典には樺俊雄による日本哲学についての記事が含まれており、その記事には「明治時代の哲学」、「〔第一次〕大
戦後の哲学」、「非常時の哲学」の三区分を行うという典型的な特徴がある。

4  “Modern Academic Philosophy: Beginnings, Definitions, Disputations,” in James W. Heisig, Thomas P. Kasulis, and 
John C. Maraldo, eds. （2011）, Japanese Philosophy: A Sourcebook. Honolulu: University of Hawai’i Press, 553-582.

5  Kawashima Takeyoshi川島武宜, “The status of the individual in the notion of law, right, and social order in Japan,” 
in Moore, Charles A., ed. （1968） The Status of the Individual in East and West. Honolulu: University of Hawaii Press, 
431 & 440.

6  ファンデヴァーレが、彼が編集した本の序文で述べている。W. Vande Walle, Dodonaeus in Japan: Translation and the 
Scientific Mind in the Tokugawa Period （Leuven, Belgium: Leuven University Press, 2001）, 19-20.

凡例

（ 1 ）著者の注はアラビア数字で脚注番号を示し、この凡例の上に記載した。
（ 2 ）翻訳者の注はローマ数字で脚注番号を示し、この凡例の下に記載した。
（ 3 ）文中の［ ］は著者の挿入であり、〔 〕は翻訳者の挿入である。
（ 4 ）……は、省略を示す記号である。
（ 5 ）  本文中の「」は英語の原文では“ ”である。" "は、英語の原文の中で日本語表記された箇所など、読みやすさを考え
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て翻訳者が補ったものである。

訳者注

ⅰ 理学=哲学、鉤=隠れているものを探り出すこと、玄=奥深い真理、鉤玄=奥深い道理を探り出す〔韓愈・進学解〕。
ⅱ 地獄、餓鬼、畜生、修羅、天のこと。
ⅲ 福沢諭吉『学問のすゝめ』、合本版、福沢諭吉：東京、1880年、21頁。
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