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 西田幾多郎は、宗教を「心霊上の事実」と表現したことは良く知られている。しかし当然、ここで言われている
「事実」は、対象を観察して得られるようないわゆる客観的な事実とは異なる。西田にとって宗教とは、「唯情意の
要求による構想と云ふのではなく、真に自己成立の根本的事実なるが故に宗教であるのである」（10-47）。対象を
観察するのではなく、自己自身の根柢への深い反省において、宗教が事実となるのである。それ故、西田は「私は
対象論理的に、単に知識的に宗教を論ずるものには云ふまでもなく、道徳的要求を媒介として宗教を考へるものに
も反対するものである」（11-134）とも語るのである。対象を観察して記述する「対象論理」で宗教を論じること
はできない。また、道徳の延長線上に要請される神でも宗教を語ることができない。
 このように宗教的な自己成立の事実に基づくような西田の議論は、歴史的考察に欠けた観想的な立場であるとい
う批判を受けることになる。しかし、西田は単に宗教を前提としたのではない。宗教的な自己成立の事実は、同時
にこの自己が歴史的世界において成立しているという事実をも含むものである。それ故、歴史と無関係な事態を西
田が考えていたのではない。また、自己の宗教的な成立に根本をおいていたとしても、それは自己を宗教や神に従
属させるような思索ではなかった。むしろ神に背くところまで自由なところに人間の本質を見ていたのである。「併
し人間が徹底的に自由とならうとすればする程、絶対の鉄壁に打当る」（9-56）。西田は、何処までも自由な人間を
認め、しかしその限界へと目を向けた。彼は、ドストエフスキーの小説を手引きにして、自由なはずの人間が突き
当たってしまう袋小路を描き出す。そしてその上で、近代的な理性主体よりも更に根底的な自己のあり方として「絶
対的矛盾的自己同一」を提出するのである。それは「神は死んだ」と宣告されたニヒリズムの時代において、もう
一度絶対的次元との回路を回復しようとする試みともなるであろう。時代の危機を真摯に受け止め、その上で我々
の実存を回復させようとする真摯な思索がそこに息づいてはいないだろうか。
 従来、西田の宗教論を論じる場合には、絶対者との関わりを論じるものが多く、宗教的な自己成立がいかに歴史
的な自己として具体化されるかについては問題にされないものが多かった。また、特定の宗教との関係を論じるも
のも多い（1）。しかし、我々の最も根源的事実としての自己成立が宗教的事実である以上、それが歴史的世界にお
いていかに展開するのかについても問題にされなければならないであろう。もちろん、西田の主題は近代形而上学
の歴史の帰結としてのニヒリズムというようなものではなかった。むしろ、ニヒリズムすらそこで可能になるよう
な根源的な我々のあり方がそこで問題になっていたのである。
 以上のような問題意識のもと、後期西田哲学における宗教の問題を、西田の時代意識と共に明らかにしていく。
まずドストエフスキーやニーチェなどを手掛かりに、西田が近代をどのような時代と考えていたのかを明らかにす
る（第 1節）。そして、そのような時代診断を可能にする根拠として、西田が人間と世界をどのように考えていた
のかを論じる（第 2節）。その上で、西田が特徴づけた人間や世界に、本質的に人間を危機に追いやってしまう可
能性が含まれていることを見ていく。そして最後に、人間が新たな生命を得るための宗教的なあり方を見ていく（第
5節）。
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1 　危機に立つ実存──ドストエフスキーなどを手がかりに──

 まず、西田のドストエフスキーなどへの言及を手がかりに、西田の時代意識を浮き彫りにしていくことからはじ
めよう（2）。後期西田哲学が完成した（3）と言われる論文「弁証法的一般者としての世界」（1934年）の終わりにお
いて西田は、宗教的世界に触れながら以下のような時代診断を下している。

    宗教的世界を考へるといふことは直に中世時代に還ることと考へられるかも知れない。併し中世時代の非とす
べきは世界を宗教的に考へたといふことにあるのではない。それが迷信的であつたが故である。却つて真に宗
教的でなかつた故である。近代の科学的文化は我々に物質的要求の手段を教へたと云ふにあるのみでなく、そ
の我々に人間の極限を知らしめる所に、却つて我々に真の宗教を与へると云ふことができる。（7-426）

 西田にとって中世は、宗教が制度化され、対象化された時代であり、自己成立の根柢に宗教的な自覚を行うよう
な時代ではなかった。その意味で迷信的な時代であったといえる。むしろ、近代の科学文明の時代に至り、人間の
極限が露呈されることによって、自己成立の根柢への反省の契機が生じることになる。それ故、近代が逆説的に真
の宗教を与えると言われるのである。西田は、近代における人間の限界について以下のように述べる。

    ドストエフスキーの地下室の人は、私は英雄となることもできず、一匹の蟲となることもできなかつた、十九
世紀の人は語の真の意味に於て無性格でなければならぬと云ふ。そこに宗教の新しい出立点がなければならぬ。
人は絶対の牆壁に面している。彼の云ふ如く自然人は壁に突き当たる、そして単にそこに適合する、それは馬
鹿である、文化人は唯自己を一匹の鼠と見ることによつて之に適合する外ない。そこに新たなる宗教問題があ
るのである。（7-426）

 近代物質文明の中で人間は、極度に肥大した自意識のもと、最早何者にもなれずに「無性格」の人間でしかあり
えない。人は絶対の障壁に面しており、そこに突き当たるしかない。このような絶望的状況の中で、初めて本質的
に宗教が問われ得るのである。もはや理性や自然を信じられなくなった人間を描き出すドストエフスキーについて
西田は、論文「形而上学的立場から見た東西古代の文化形態」（1934年）において、「東洋的色彩を帯びたものと云
ふことができる、無の文化の意義を持つたものと考へることができる。それはロゴス否定の文化である」（7-440）
と評する。ロゴス中心主義とも言える近代の極限に、「ロゴス否定の文化」が勃興していたことを西田は見抜いて
いたのである。
 さらに西田は、論文「人間的存在」（1938年）においても、より詳しくドストエフスキーについて言及している。少々
長くなるが、引用してみよう。

    彼〔＝ドストエフスキー──引用者注〕の問題は人間とは如何なるものであるかであつた。而して彼はそれを
深刻に徹底的に追及した。「地下室の手記」の主人公の云ふ如く、直情径行の人はすぐ憤激した牡牛のやうに
角を下に壁に打当る。併し自由のない所に人間はない。科学は自由意志などいふものはないと云ふが、人間は
数学の公式でもなければオルガンの音栓でもない。「罪と罰」の主人公は高利貸の老婆を殺した。併しそれは
金を取る為でもなく、それによつて人を救ふ為でもなかつた。唯、ナポレオンの如く強者にはすべてが許され
得るか、自由を試すためであつた。然るに彼は唯一匹の虱に過ぎないことが明になつた。「カラマーゾフの兄弟」
に於て有名な大審問官の云ふ所も、之に外ならない。ドストイェフスキイは人間をその極限に於て見た、その
消失点（vanishing point）との関係に於て見たのである。（9-54f.）

 西田によれば、ドストエフスキーは人間をその極限において、近代的自我が行き詰るような消失点において見て
いたのである（4）。さらに西田は、人間を極限から見たもう一人の思想家、ニーチェにも言及する。「ニーチェも人
間をその極限に於て見た。併し彼はドストイェフスキイと反対の立場から見たのである」（9-55）。このような極限
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において、人間には「唯二つの途」しかないと西田は述べ、以下のように続ける。「ラスコーリニコフの如く神な
くして生きられるかといふ娼婦ソーニャに頭を下げて新しい生命に入るか、然らざれば「悪霊」の中のキリロフの
云ふ如き人神への途である。ニーチェの超人の理想は正にそれである」（9-55）。しかし、西田は「超人思想」に関
連して以下のように述べる。

    併し私は思ふ、彼の永劫廻帰の思想は、超人の立場からは彼自身が自ら越えることのできない深谷に臨んだこ
とを示すものではなからうか。侏儒は云ふ、すべて真直ぐなものは偽である、すべて真なるものは曲つて居る、
時そのものが円であると。永劫廻帰の立場からは、超人も何時かは侏儒となければなるまい。月高く犬は吠ゆ
（Vom Gesicht und Rätsel）。（9-55）

 ニーチェ解釈の妥当性はさておき、西田は近代において肥大化した自我意識の極限としてニーチェの超人を位置
づけ、その超人を永劫回帰という行き詰まりに陥るものと理解するのである。一方、超人思想へと向かう途の他に、
『罪と罰』のラスコーリニコフのように、宗教へと続く途もあると西田は述べている。近代の行き詰まりに西田は
新たな生命の可能性、宗教の可能性を見るのである。このような人間観について、西田は以下のようにまとめる。

    自由といふもののない所に、人間はない。併し人間が徹底的に自由とならうとすればする程、絶対の鉄壁に打
当る。人間が真に人間であらうとすればする程、人間は危機の上に立つのである。そこまでに至らない人間は、
厳格には酔生夢死の動物の域を脱したものでない。故に人間は最も神に背く所に、最も神に近づいて居ると云
ふこともできる。人間が人間自身を否定する所に、真に人間の生きる途があるのである。私はこゝに真の理性
といふものを考へるのである。（9-56）

 西田の時代意識について簡単にまとめてみよう。近代は、科学技術が発展するとともに、人間の自我の肥大と共
に人間の行き詰まりが経験され、「絶対の鉄壁」に打ち当たってしまうような時代である。それは神が否定される
ような時代であるが、同時に神に近づいている時代であるとも考えられる。
 では、なぜこのような時代意識をもつに至ったのであろうか。どのような根拠から、このような時代診断が可能
になるのであろうか。次節では、「人間」と「理性」に注目し、西田の時代診断を可能にするものを明らかにして
いこう。

2 　歴史的世界における理性の意味

 西田は人間の在り方を、歴史的な状況に規定されながら、同時に新たな歴史的状況を作り出す創造的な自己とし
て考えた。そして、この創造的なあり方に、理性を位置づけるのである（5）。この創造的なあり方について、西田
の言葉を参照しながら、簡単に見ていくことにしよう。
 西田は「歴史的世界に於ては主体が環境を限定し環境が主体を限定する」（9-50f.）と述べる。ここで環境と言わ
れているものは、自然環境のようなものだけを意味するのではなく、人間が属している自然を含んだ歴史的な文脈
全体のことを意味している。また、主体は人間のことを指している。「環境が主体を限定する」という言葉は、人
間は自ら属する歴史的状況によって規定されていることを意味し、「主体が環境を限定する」という言葉は、同時
に人間が新たな状況を作り出すということを意味している。さらに西田は、「主体と環境とは何処までも相反する
ものでありながら、主体は個性的に自己自身を否定することによつて環境を限定し、環境は個性的に自己自身を否
定することによつて主体を限定する」（9-51）と続ける。人間は、歴史的状況によって規定されながら、自らの個
性を発揮することによって、歴史的状況に規定されるだけの自己を否定して新たな自己を創造していく。この自己
の創造を通じて、環境も変えていくことにつながっていくのである。同時に、歴史的状況も、人間の営みによって
作り出されたものでありながら、その作り出された状況が歴史的な時代の個性となっていくことによって、むしろ
その時代に生きる人間を規定していく。例えば、江戸時代は当時の日本に住む人々が作り出した新たな時代である
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が、時代の個性というものが出来上がることによって、江戸時代に生きる人々の行動や規範を規定するようにな
る。こうして、人間も環境も、それぞれが個性を発揮することによって、所与の自己のあり方を否定しつつ、互い
を規定するものとなっていくのである。そこで西田は、「主体と環境とは個性を通じて相互否定的に相限定し、世
界は作られたものから作るものへと個性的に自己自身を限定して行く」（9-51）と結論付ける。主体としての人間
と、歴史的状況としての環境は、相互に個性を発揮することによって、相互に限定するものとなる。こうして世界
は、作られた歴史的状況から、新たな歴史的状況を作るものへと、移行していくのである。しかも、その歴史的状
況は、過去や未来に還元されない個性を持ったものとして、新たな創造が行われる場となっているのである。
 西田は上述のような歴史の運動を、「（……）絶対否定によつて媒介せられると云ふこと、絶対に超越的なるも
の、絶対無によつて媒介せられる」（9-51）と特徴づける。なぜ西田は「絶対否定に媒介せられる」と表現するのか。
それは、歴史の運動を、過去の原因からの因果的なものと考えるのでもなく、未来の目的に規定された目的論的な
ものと考えるのでもないからである。原因や目的に規定されず、与えられた現実が否定されて、新たな現実が創造
されていく。この世界は、原因や目的によって規定されつくされるのではない。むしろ、与えられた過去の現実が
否定され、新たな現実が創造される、自由な創造の場であるのである。この現実が否定されるという側面を、西田
は「絶対否定に媒介される」と表現したのである。そうでなければ、我々の行動は、過去あるいは未来に規定され
たものとなり、自由な責任主体とはなり得ない。我々が自由な責任主体である以上、この世界は絶対否定に媒介さ
れたものでなければならないのである（6）。
 だが、なぜこの否定性は「絶対に超越的なるもの、絶対無」とも言い換えられるのであろうか。それは、この現
実を否定する力そのものは、与えられた現実にはないからである。もし与えられた現実の中に現実を否定する力が
あるとするならば、それが過去からの原因であろうと、未来への目的であろうと、現実を否定する新たな創造とい
うよりは、何らかの形で連続した歴史の流れを想定することになってしまうからである。その結果、世界は過去か
未来かに従属するものとなり、新たな創造の場とはなり得ないものとなってしまう。否定の媒介が、与えられた現
実の中には決して見出されないものであるからこそ、与えられた現実を刷新する力となるのである。それ故、「絶
対に超越的なるもの」と呼ばれ、決して現実に姿を現すものでないため「絶対無」とも呼ばれるのである。
 このような世界のあり方の中に、西田は理性を位置づける。西田は、「絶対否定によつて媒介せられることによ
つて、世界は自覚的に動いて行く。それが理性的であるといふことである」（9-51）と述べ、また「世界が自己自
身を限定する個性的構成の中心即ち理性」（9-51）とも述べている。絶対否定に媒介されることによって、過去や
未来に規定されるのではなく、現在が個性をもった唯一の現在として創造される。この個性をもったものを創造す
るという点に、西田は理性の働きを見ている。西田にとって理性とは、絶対否定を媒介にして、歴史を創造する力
を意味するのである。また、西田は理性について、「自覚的に動いて行く」とも語る。ここで自覚的と言われるのは、
個性的に世界を創造していくことを通じて、自らの個性を知ることになるからである（7）。絶対否定に媒介される
ことによって、過去や未来といった他の可能性に規定されるのではなく、自ら自身の個性的な可能性を見出すので
ある。それ故、理性とは、歴史を創造しつつ自らを自覚する働きなのである。
 以上のように特徴づけられた理性の性格から、西田の時代診断が可能になってくる。次節では、理性と時代の関
係を詳しく見ていくことにしよう。

3 　理性の行方

 前節でみたように、歴史的な世界は、絶対否定を媒介にして、自らを否定して新たな現実を創造していくような
運動であった。しかし、そのような世界は「いつも自己自身を越えて居る、歴史的現在はいつも動揺的である」（9-57）
という特徴をもつことになる。つまり、現実を否定する力をもつため、与えられた現実を常に越えるものであり、
固定化された方向性をもたず様々な可能性の中を揺れ動くものなのである。それ故、「そこに世界の主観性がある
のである。故に作られて作るものの頂点として、人間はいつも恣意的である。理性が理性の方向に理性を踏み越え
る所に、抽象論理の世界が成立するのである。かゝる立場から世界を見るのが主観主義である」（9-57）というこ
とになる。与えられた現実を越えているということは、現実から遊離して現実を眺める主観主義的な立場を生み出
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すということを意味している。しかも、現実に束縛されないため人間は恣意的にふるまうことも可能になるのであ
る。また、現実を否定しつつ新たな現実を作り出す理性が、現実から完全に遊離することによって、抽象的な論理
の世界を作り出すということにもつながる。つまり、歴史的な世界には、現実から遊離して恣意的で抽象的な立場
へと移行する可能性が本質的に備わっているのである（8）。
 しかし西田は、以下のように続ける。

    併し人間が恣意的方向に自己自身を踏み越えることは、人間の堕落であり、理性が抽象的方向に自己自身を
踏み越えることは理性の客観性を失うことである（技術が技術の方向に技術を踏み越えることは作為である）。
（……）いつも自己自身を越えて居る歴史的現在の世界は、何処までも自己自身を越える方向に進んで行く。
それが個性化の方向であり進歩であるとともに、又堕落への方向でもある。その極まる点がデカダンである。
一つの歴史的趨勢はそれ以上に行き様はない。（9-58）

 恣意的であるということは人間の本質であるが、単に欲するままに恣意的にふるまうことは、人間性が失われ、
堕落するということを意味する。また、抽象的な理性を突き詰めていくことは、現実から遊離した主観主義の徹底
となり、客観性を失うという結果となる。現実が現実を越えるということは、進歩するということを意味するとと
もに、同時に人間性の喪失と主観の肥大化による客観性の喪失という、退廃の方向性を本質的に含んでいるという
ことを意味する。その結果、それ以上「行き様のない」行き詰まりへと至ってしまうのである。そしてそれは、理
性と人間に本質的に備わった可能性なのである。
 この可能性が現実化したものとして、近代の人間の行き詰まりがあるのである。では、近代の行き詰まりがどの
ように生じたのか、西田の考察を見ていくことにしよう。
 西田はギリシア文化について簡単に言及した後、ヨーロッパの中世文化について、「（……）神と人間とが対立した、
内在的なものと超越的なものとが、どこまでも対立した。而してそれは人間の根源を超越的なるものに求める、即
ち宗教的文化であつた。（……）併し一面には神が人間化せられたとも云ふことができる。それは教会の俗化である。
（……）却つて真に宗教的なものは失われた」（9-60）と述べる。第 1節でも見たように、西田は中世を真に宗教的
な文化ではないと考えていたのである。それは、教会が権力となり俗化した社会であり、人間化された神が支配す
る世界だったのである。
 このような中世の後に勃興したルネッサンスは、「（……）単に古代文化の復興と云ふことではなくして、人間が
人間を見出したことだと云はれる。人間が創造的自己に還つたのである、神から主権を取り戻したのである。そ
れはヒューマニズムであつた。そこに人間中心主義の近世文化が始まつた」（9-60f.）と評される。ルネッサンスは、
神から人間に主権を取り戻す運動として、近代（西田の言葉では近世）の人間中心主義を方向付けたのである。
 こうして、近代は偉大なる文化を形成することに至ったのだが、「併し人間中心主義の発展は自ら主観主義、個
人主義の方向に進まなければならない。理性は理性の方向に理性を踏み越えるのである。そこでは却つて人間が人
間自身を失うのである」（9-61）とされる。近代の人間中心主義は、主観主義、個人主義の方向へと進んでしまう。
その結果、理性が抽象化し客観性を失い、人間性も喪失していくのである。この人間性喪失の過程を西田は、自然
と人間との対立を軸に描き出す。中世は神と人間が対立していたが、近代は人間と自然が対立する時代となった。
西田は、「自然は環境的として使用的でもあるが、対象的自然は本質的には人間を否定するものでなければならな
い。（……）人間はその始に於て終に於て自然によつて否定せられるの外ない」（9-61）と述べる。主観主義化した
人間にとって、自然は観察され、資源として利用される対象となっている。しかし「始に於て終に於て自然によつ
て否定せられるの外ない」と言われているよう、人間は自らの誕生も、死亡も、コントロールすることはできない。
自然の摂理としての誕生と死亡は、すべてをコントロールしようとする人間を拒むものなのである。さらに、「自
然を征服すると云つても、我々はただ、自然に従うことによつてのみ、自然を征服するのである。我々の手も足も
物である。内的欲求と考へられるものすら、我を否定するものである」（9-61f.）とも言われている。つまり、人間
が自然を征服するといったところで、それは自然法則に従うことによってのみ可能になる。また、人間の手足です
ら、自然法則に従った「物」に過ぎない。主観的人間にとってみれば、手足すら、自らのコントロールを拒む要素
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をもっている。また、人間の内的欲求というものでさえ、自然的な本能として生じるものであり、主観的人間のコ
ントロールを拒む。こうして、「対象的自然に於て自己といふものを見出しやうはない。そこには死あるのみである。
人間中心主義は却つて人間否定に導くと云ふ所以である」（9-62）と結論付けられることになる。自らの外の自然
にも、自らの身体にも、それどころか自らの欲求にも、自らを見出すことができない。どこまでも自己を否定する
ものしかなく、どこを探しても自己の死があるのみである。
 こうして、人間中心主義としての主観主義は行き詰まり、自らの否定を経験することになるのである。次節では、
近代の主観主義的の行き詰まりから、創造的な自己が回復されるために、西田が何を考えていたのかを明らかにし
たい。

4 　内在的超越──危機の時代における神との通路──

 前節でみたように、近代において我々の生命は行き詰ってしまっている。西田は、その行き詰まりを脱するため
に、「（……）我々は再び創造的自然の懐に帰らねばならない。そこから我々は又新な創造の力を得てくるのである、
我々に新たな生命が生まれるのである」（9-58）と述べる。我々の自己の根底にある創造的な力によって、我々は
行き詰まりを脱して、新たな生命を得るのである。そしてこの創造的な力は、絶対否定の媒介として、超越的なも
のであった。そこで西田は「創造的世界の創造的要素として制作的・創造的なる所に、我々の真の自己といふもの
があるのである。故に自己自身に真に内在的なるものは、超越的なるものによつて媒介せられるものであり、超越
的なるものによつて媒介せられるものが真に自己自身に内在的といふ所に、人間といふものがあるのである」（9-62）
とも述べる。創造的な自己としての新たな生命を得るためには、超越的な創造的な力が、同時に我々に内在する力
となっていなければならない。我々にとって超越的なものが、同時に我々に内在するという「矛盾的自己同一」に
おいて、我々は新たな生命を生きることができるようになるのである。こうして西田は、「（……）私の超越的なる
ものに還ると云ふのは、唯人間否定の抽象的絶対者に還るといふのではない。真に個性的な歴史的現実の立場に立
つことである、歴史的理性の立場に立つことである。超越的なる故に真に内在的世界を成立せしめるといふ絶対矛
盾の自己同一の立場に還ることである」（9-65f.）と結論付ける。この矛盾的自己同一については、「かゝる矛盾的
自己同一といふものは、宗教家の立場からは神と考へられるものでもあらう」（9-66）と西田は述べている。すな
わち、矛盾的自己同一の立場に還るということは、宗教家の立場に立てば神に還るということであるが、それは抽
象的に考えられた絶対者に還るということを意味しているのではない、ということである。むしろ、個性的な歴史
的現実の立場に立つことを意味するのである。では、このような立場に立つということはいかに可能になるのであ
るか。西田の最晩年の論文「場所的論理と宗教的世界観」を見ていくことにしよう。
 西田は、論文「場所的論理と宗教的世界観」の中で、歴史的世界が民族的社会を越えた世界として、「世界的世
界が形成せられるといふ時、世界がすべての種々なる伝統を失なつて、非個性的に、抽象的一般的に、反宗教的に
科学的となると考へられるでもあらう。これが近代ヨーロッパの進展の方向であつた。絶対者の自己否定即肯定と
して、世界的世界の自己形成の方向には、固かゝる否定的方面が含まれてゐなければならない。歴史的世界には人
間否定の一面も含まれて居るのである」（11-457）。ここでも西田は、近代ヨーロッパの帰趨が人間否定にまで行き
つくものだったことを述べている。しかしこのような近代文化の行く末としての人間否定は、近代を単に否定する
ことによっては乗り越えられない。なぜなら、既に見たように、人間否定にまで行き着くことは、歴史の必然的帰
結だからである。それ故、「ヨーロッパ文化の前途を憂へる人は、往々中世への復帰を説く（Dawsonの如く）」が、「近
世文化は、歴史的必然によつて、中世文化から進展し来つたのである。中世文化の立場に還ることの不可能なるの
みならず、又それは近世文化を救ふ所以のものでもない」（11-460）と西田が批判することになる。同様に、「私は
ベルヂャーエフの「歴史の意味」に対し大体の傾向に於て同意を表すものであるが、彼の哲学はベーメ的な神秘主
義を出ない。新しい時代は、何よりも科学的でなければならない。ティリッヒの「カイロスとロゴス」も、私の認
識論に通ずるものがあるが、その論理が明でない。此等の新しい傾向は、今や何処までも論理的に基礎附けられな
ければならない」（11-463）という西田の批判も理解できるものとなっただろう。神秘主義的な非科学的、非論理
的な言説へと反動的に進むことが時代の危機を救うことにはならないのである。
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 では、いかにしてこの人間否定の途から人間を救い出せるのだろうか。ここで西田は、『カラマーゾフの兄弟』
の中の、イヴァン･カラマーゾフの劇詩を紹介しながら「内在的超越」という新たな絶対的なものへの回路のあり
方を提唱する。
 イヴァン･カラマーゾフの劇詩は、異端審問が激しい16世紀スペインのセヴィリアが舞台になった寓話である（9）。
「主なる神よ、われらの前に姿を現したまえ」という祈りに応えてキリストが再び地上に現れたが、大審問官に捕
えられて牢に入れられる。そしてキリストに対して大審問官が、人々はお前が大事にしていた自由を我々に捧げて
幸福になったと語る。大審問官によると、人間にとって自由ほど堪え難いものはないが、キリストは「人はパンの
みにて生きるものにあらず」と言って悪魔を斥け、人間が幸福になる唯一の方法を斥けてしまった。大審問官は、我々
が人々の自由を征服して彼等を救って幸福にしてやったのだ、我々を邪魔するなと主張して、「お前を火あぶりし
てやる」とキリストに言い放つ。このようなあらすじを紹介した後、西田は以下のように続ける。「之に対し、キ
リストは終始一言も云はない、恰も影の如くである。その翌日釈放せられる時、無言のまゝ突然老審問官に近づい
て接吻した。老人はぎくりとなつた。終始影の如くにして無言なるキリストは、私の云ふ所の内在的超越のキリス
トであらう」（11-462）。
 このようなあり方は、「自然法爾的に、我々は神なき所に真の神を見る」（11-462）というあり方である。これは、
「自己否定に於て神を見る」（11-461）とも言い換えられている。神がないところに、否定的媒介を通して神を見る
のである。否定的媒介は、超越的なものとも言われていた。超越的なるものを、直接見ることはできない。もし見
たと称するならば、それは単なる偶像崇拝であろう。自らを「殺す」と言い放った大審問官に対しても何も言わな
い。声高に自らの存在を主張するのではなく、終始影のごとく寄り添い、ただ祝福のキスだけを残す。このような
ものが、西田にとって内在的超越の神なのであろう。神への通路を開くのは、偶像崇拝的に対象としての神を探し
求めることによってではない。どこを探しても、神は見られない。むしろ、神を否定し、人間性が喪失する事態の
根底に、そのような事態すら可能にする神を見出すのである。どこにも神が見られないところの、その根底に、内
在的に超越的なものが見られるのである。

結語

 以上のように本論文は、西田幾多郎の宗教論を中心に、我々の自己の最も具体的で根底的な姿であるところの、
宗教的実存のあり方を明らかにした。しかしそのような西田の立場は、単純に宗教や神を前提とするものではなかっ
た。そこで、第 1節では西田のドストエフスキーへの言及を中心にして、西田が現代の危機に陥っている実存のあ
り方をしっかりと見据えていたことを明らかにした。西田は、ドストエフスキーやニーチェと共に、人間が行き詰っ
てしまった時代を生きていることを見ていた。しかし単にニヒリズムに陥るのではなく、むしろ西田はそこに新た
な宗教の可能性を見ていたのである。人間の行き詰まりの中でその極限が明らかになるところで、同時に真の宗教
的なあり方の可能性が見えてくるのである。
 第 2節では、西田による理性の位置づけを概観した。環境と主体の関係を手掛かりにしながら、主体と環境の
相互否定的な関係を成り立たせるものとして、絶対否定の媒介があることを論じた。この絶対否定の媒介を通じて、
我々の自己は、過去にも未来にも拘束されない自由な自己として、個性をもったものとして創造的に生きられるの
である。このような働きの中に理性が位置づけられる。理性とは、世界を個性的に構成していくような、創造の力
を意味するものであったのだ。
 第 3節では、この理性の働きにおいて、必然的に抽象化と人間性喪失の可能性が含まれてしまうことを見ていっ
た。否定を媒介にするため、現実を否定することを通して、現実から遊離してしまうのである。その結果主観主義
に陥り、主観的自己の場所をどこにも見出せず、人間性の喪失の危機に陥るのである。
 第 4節では、神への通路を回復する道として内在的超越というあり方を問題にした。それはいわば、自己の無の
中に、自己の否定性の中に、黙して語らない神を見出すあり方であった。このようにして、我々の自己の宗教的実
存のあり方が、その極限状況や時代状況への考察と共に、そのような状況が可能になる最も根源的な我々の自己と
絶対との関係にまで遡りながら明らかにされたのである。
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 こうして我々の自己の本来的なあり方が明らかになった。我々の自己はどこまでも主体的な自己として成立しな
がら、同時にどこまでも神を否定するような自由を生きざるを得ない。そこにおいては、我々の自己は行き詰まり
を経験しつつ、同時に自己の生が行き詰った場所において沈黙して語らない神を見出していくのである。

───────────────────────────────
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とりわけ第六章「宗教的世界の批判と場所の論理」を参照。また、前期から最晩年に至るまでの西田の哲学と宗教との
関係をまとめたものとして、小坂国継［1994］も参照。
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（ 4） この「消失点（vanishing point）」という語に注目してホワイトヘッドと西田との問題の交差を見たものとして村田康
常［2005］がある。
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論じた。また行為的直観についての概説としては、小坂国継［1995］も参照。

（ 6） 本論文では紙幅の関係上、否定性の問題について詳論することはできない。否定性に関しては、白井雅人［2007］と白
井雅人［2008］で詳細に論じた。

（ 7） 「自覚」という語は、西田哲学の重要な術語である。後期西田哲学における自覚については白井雅人［2013］で論じた。
その他に集合論と群論との関係から西田の自覚を論じた大橋良介［1995］も参照。

（ 8） 紙幅の問題で、西田哲学における「恣意」と「自由」と「必然」の問題を扱うことはできない。この問題に関しては、
板橋［2008］を参照。西田において自由と必然は切り離されないものであり、歴史的な必然を自由の内に引き受けるこ
とにおいて「必然」と「自由」が成立する。その意味で「自由即必然、必然即自由」と言われる。

（ 9） 西田は、「時は十五世紀時代」（11-461）とイヴァン･カラマーゾフの劇詩の舞台設定を説明している。しかし、原卓也
訳の新潮文庫版によれば、「舞台は十六世紀」（上巻620頁）である（米川正夫訳、河出書房新社版世界文学全集19巻に
おいても同様に「ぼくの劇詩の時代は16世紀だ」（335頁）との記述がある）。新潮文庫版上巻622頁以下に、キリストが
天に昇ってから「すでに十五世紀過ぎた」という記述があることから、西田が勘違いをして15世紀と記したと考えられる。
宗教改革後の異端審問の時代ならば16世紀でなければならないし、キリストが死んだ 1世紀から15世紀過ぎると16世紀
になる。
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