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は じ め に
What should we do last?

東洋大学　国際哲学研究センター長
村上　勝三

　いよいよ来年度が区切りの年になります。その区切りに向けて実績を重ねるとともに、成果のなかの一纏まりを

書物として公刊する計画も進んでおります。現在のところ４冊になる予定です。私たちの研究は状況によって年々

変わるようなものではなく、長い年月を見据えて世の中に残すというものです。貧富の差が大きくなったり、人権

そのものが危うくなったり、公平性が失われていったり、私たちを取り巻く情勢は日々、年々、移り変わります。

しかし、哲学が提起するものは、目指すところ普遍性と不変性の追及です。どれほどが残るのか、何も残らないの

か、それは後の世の有り様によって評価されることでしょう。私たちとしては自らの力をたのみ尽くすだけです。

　いま、研究員は 25 名、客員研究員は 32 名、研究助手３名、研究支援者１名、PRA ２名、計 63 名を数えます。

年を経る毎に構成員が増加するということは、私たちの活動を支えて下さる方々の増加を意味し、それだけ研究の

広がりも大きくなって行くでしょう。

　私たちの遂行した企画は今年度だけで 40 に上ります。合計 15 回の企画を遂行した第１ユニットについて見ます

と、国際井上円了学会は順調に成長し、その学術大会も成功裡に終わりました。それとは別に「明治期における人

間観と世界観」という連続研究会を 10 回にわたり行いました。これによって日本哲学の成立と変遷がくっきりと

描き出されることが期待されます。また、韓国東国大学校仏教大学との共同研究も始まりました。合計 10 回の企

画を立ち上げた第２ユニットは、この４年で５回目の WEB 国際会議１回、シンポジウムと研究会を含めて方法論

関係６回、ポスト福島関係３回、さらに国際シンポジウムを共催し、成果の取り纏めへと着実に歩を進めました。

「多文化共生」、「自然との共生」とともに、今年度からの「文字化された宗教教典の形成とその意味―多文化共生

を図るツールを考える―」という連続研究会などを併せて、合計 13 回の企画を成し遂げた第３ユニットによって、

今年度もイランの研究者との国際シンポジウムが開催されました。この企画は 2012 年に日本で開始され、13 年は

イランで開催、本年度は再び日本で開催されました。これら連続的開催により、他に類例を見ない日本とイランと

の学術交流の場が形成されてきました。以上の活動は年報『国際哲学研究』、『ニューズレター』、および、ホーム

ページに公開されております。成果を世に還すことは最も大事なこととして、私たちに課せられております。

　振り返りますと、設立の趣旨は以下の通りでした。「グローバル化が進み、価値観の多様化とともに、未来への

方向性を見極めかねている現代社会にあって、人間と社会のあり方を根源的に問い直す哲学的探究が求められてい

ます。本センターはこの地球的課題に応えるために哲学研究の国際的ネットワークを形成し、井上円了哲学の現代

的役割を国際的に発信するとともに、東西思想の差異するところを踏まえつつ世界的連携を創出することを目指し

ます」。

　この設立の趣旨に沿って次の世代に何を引き継ぐのか。いつもそのことを念頭におきながらも、私たちの活動

は、来年度で「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」の最終年度を迎えます。「戦略的研究基盤」形成に向けて

の助走が終わることになります。「その次」へと、どのように飛躍できるのか。一つの「終わり」に際して、私た

ちの課題は大きく、重いものになります。毎年のことながら、今後とも皆様方のあたたかいご支援をお願い申し上

げる次第です。
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第１ユニット報告（1）
国際井上円了研究について

三浦　節夫

１　井上円了研究の「これまで」

　「明治青年の第 2 世代」の代表者の一人である井上円了に関する研究は、日本社会が大転換した戦後になっても

本格的な取り組みはなかった。この間に関する経過について、筆者はすでに「井上円了に関する研究史」（1）とし

て発表したことがある。そのため、詳細はそちらを参照していただくとして、ここでは簡潔に述べることとした

い。

　円了は安政 5 年（1858）に生まれ、大正 8 年（1919）に中国・大連での講演中に倒れて客死した。関係者はその

急死に驚いたが、6 月 6 日の死去から 3 ヶ月後の 9 月 4 日に『井上円了先生』という追悼集を刊行した（2）。そのた

めに、同書の多くは円了の関係者の追悼文であったが、「井上円了先生行状一斑」、「甫水井上円了先生譜略」、「井

上博士著作目録」、「井上円了博士全国巡回講演統計」、「井上円了博士巡講踏跡図」という生涯と著作についてのま

とめが掲載されている。これが、井上円了に関する初めての研究であった。

　その後、円了が創立した東洋大学では、昭和 12 年（1937）に『東洋大学創立五十年史』が出版されたが、すで

に時代は戦争体制にあり、そのいわゆる「時局」の観点から円了の思想が執筆されたものであり、生涯についても

とくに資料にもとづいて書かれていなかった。戦後になり、東洋大学は昭和 42 年（1967）に『東洋大学八十年史』

を出版したが、円了の生涯と思想については五十年史の枠組みと大きく異なるものではなく、ほぼ踏襲した内容に

とどまっていた。昭和 31 年（1955）に「学祖研究室」が設立されたが（戦時下から創立者の円了を「学祖」と呼

ぶようになった）、「学祖研究室は当初は意欲的で勢いもありましたが、やがてしりすぼみになっていったというの

が、当時の状況ではなかったかと思います。」、「学祖研究室の時代というのは客観研究という段階ではなく、学祖

への関心の種を蒔こうとしたものであったと思います。七十周年記念事業のために設立されたものですから、その

中からいろいろな事業の企画は生まれたのですが、学祖に関する研究というにはほど遠かったように思います」と

言われている（3）。

　その他、戦後には、哲学、仏教、妖怪学の分野から専門家が部分的に取り上げる程度で、それらの記述の基礎

は、大正 8 年の追悼集の『井上円了先生』を使ったものであった。つまり、戦後になっても、円了の客観的学術的

研究は行われず、死去後に出版された『井上円了先生』が基本データになっているという状態であった。

　戦後、東洋大学は戦前の文化系単科大学から複数の学部を擁する総合大学となり、創立者の建学の精神が薄れて

いくという状況であった（4）。その後、昭和 42 年（1967）から昭和 52 年（1977）までの「大学紛争」を経験した

東洋大学は、その間から大学再建のために、新しい「大学のあり方」を精神的物質的にも追求しなければならない

という問題意識を部分的に持つようになった。

　こうした問題意識から、昭和 53 年（1978）に「井上円了研究会」という研究プロジェクトが設立された。この

研究会は三つの部会から構成され、第 1 部会は仏教、インド哲学、第 2 部会は西洋思想、第 3 部会は社会学、哲学

の関係者で、「井上円了研究」を取り組むことになった。研究費は大学が設立した「井上円了記念学術振興基金」

から、毎年 1,000 万円、10 年間で 1 億円が提供されることになった。当時の東洋大学としては破格の研究資金で

あった（この他に、「井上円了の書」研究グループも設立され、5 冊の研究成果を発表している。また、東洋大学

100 年史の編纂も始められた）。

全体シンポジウム
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　この 10 年間で、主に活動したのは第 3 部会で、高木宏夫（社会学）と飯島宗享（哲学）がリーダーとなって、

基本資料の収集と公開、現地調査、個人研究、総合研究を展開した。第 3 部会の業績として、機関紙『井上円了研

究』第 1 号─第 6 号、『井上円了研究』資料集第 1 冊─第 3 冊、『井上円了関係文献年表』、『井上円了の思想と行

動』が研究成果として出版された。これによって、井上円了研究の客観的学術的基礎は形成された（第 1 部会から

『井上円了の学理思想』、第 2 部会から『井上円了と西洋思想』がそれぞれ 1 冊出版された）。

　このような成果を踏まえて、東洋大学は昭和 62 年（1987）に創立 100 周年を迎えた。その記念事業として、『井

上円了の教育理念─新しい建学の精神を求めて』と『井上円了選集』第 1 巻─第 3 巻が刊行された。とくに新書版

で書き下ろしされた『井上円了の教育理念』は、円了の生涯と建学の歴史をまとめたもので、学内外に配布され

て、新たな「井上円了像」を印象づけたと評価され、現在でも大学の新入生に配布されて、「井上円了の入門書」

と位置づけられている。

　その後、東洋大学は平成 2 年（1989）に、「井上円了研究」を恒常的機関として法人立の「井上円了記念学術セ

ンター」を設立した（5）。このセンターでは、機関紙『井上円了センター年報』が刊行され、また『井上円了選集』

全 25 巻、『東洋大学百年史』を出版した。このような研究活動により、内外から新しい「井上円了研究」が発信さ

れるようになった（「井上円了記念学術センター」は平成 26 年（2014）3 月で廃止され、新たに教学立の「東洋大

学付属井上円了研究センター」が新設され、「井上円了研究」は継続されることになった）。

２　「井上円了研究」の「これから」

　すでに述べたように、東洋大学よる客観的学術的な「井上円了研究」はすでに 35 年以上の歴史を持つように

なった。そして、平成 24 年（2012）9 月に、国際哲学研究センター内に、「国際井上円了学会」が設立され、「井

上円了研究の国際化」が取り組まれることになった。初代会長の竹村牧男（東洋大学学長）は、「これまでの大学

内の井上円了研究から国際的な井上円了研究に発展させるには、より客観的学術的な研究が求められる。その中に

は、批判的な「井上円了研究」も含まれるが、これらの問題提起を受け止めて、新しい国際的な「井上円了研究」

を進めなければならない」と述べている。この研究の国際化はまだ始まったばかりであるが、海外研究集会、学術

大会、機関誌『国際井上円了研究』の刊行を柱とした活動が行われている。すでに、中国の王青、台湾の佐藤将

之、 ア メ リ カ の Greon Kopf、William Bodiford、John Maraldo、 フ ラ ン ス の Frédéric Girard、Eddy 

Dufourmont、メキシコの Agustin Jacinto Zavala、ドイツの Rainer Schulzer などの研究発表があり、新たな研究

視点が提起されるようになった。今後もグローバルな視点から「井上円了研究」がなされることになるであろう。

東洋大学内の井上円了研究センターの活動とこの「国際井上円了学会」の活動が両輪となって、世界的に広がって

いくことが期待されている。

註

１ 拙稿「井上円了に関する研究史」（『国際哲学研究』1 号、2012 年）95-99 頁。
２ 『井上円了先生』東洋大学校友会、大正 8 年 9 月。
３ 天野才八「学祖研究室について」（『井上円了研究』第 7 号、1997 年）153-159 頁。
４ 拙稿「東洋大学おける「建学の精神」継承の問題点」（『井上円了の思想と行動』東洋大学、1987 年）193-238 頁。
５ 拙稿「東洋大学井上円了記念学術センター」（全国大学史資料協議会編『日本の大学アーカイヴズ』、2005 年）参照。
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第 1ユニット報告（2）
近代日本哲学を問い直す

岩井　昌悟

　東洋大学国際哲学研究センター第 1 ユニットでこれまでに行われた近代日本哲学関係のイベントを振り返れば

（一部井上円了に関わる研究も含む）大きく分けて、

　１．近代日本哲学

　２．近代日本における中国哲学

　３．近代日本における仏教哲学

という三つの方向に分かれていたかと思われる。

１．近代日本哲学

　まず近代日本哲学を主要テーマとする研究では、井上哲次郎（相楽勉研究会等）、中江兆民（吉田公平 WEB 講

演会等）といった明治期の哲学者や西田哲学（ワークショップ等）を取り扱うものがあった。

　それらにおける主な論点は以下のものである。

　（１）西洋哲学はいかに受容されたか？

　（２）西洋哲学の用語はいかに日本語に翻訳されたのか？

　（３）西洋哲学を受容しながら、いかに日本の哲学が形成されたのか？

　以下に個々に概観する。

（1）西洋哲学はいかに受容されたのか？
　2012 年 7 月 27 日に東洋大学教授・当センター研究員の相楽勉氏が発表された「哲学導入期の「実在」問題」と

題された研究会では、西周以来に日本に導入された「哲学」がその当初いかなる知的探究として理解されていたか

ということを探る第一歩として、「実在」（Reality）概念に関する井上哲次郎の思考を辿った。「実在」は西洋哲学

の根本問題であり、それがいかに把握されたかという点に「日本哲学」の出発点が示されていると考えられるため

である。哲次郎が教鞭をとった東京大学文学部哲学科に学んだ最初期の哲学徒である井上円了、三
み や け

宅雪
せつ

嶺
れい

（本名：

雄
ゆう

二
じ

郎
ろう

）、清沢満之、さらには西田幾多郎にまで影響を与えた哲次郎の「現象即実在論」の方法的核心を取り出す

ことが試みられた。

（2）西洋哲学の用語はいかに日本語に翻訳されたのか？
　哲学用語の日本語への翻訳の問題を扱ったのは、2013 年 9 月 14 日ジョン・マラルド氏（北フロリダ大学名誉教

授）の “The Meiji Introduction of Philosophy to Japan as the Learning of a Foreign Language”（外国語の習得と

しての明治時代における日本への哲学の導入）であった。明治時代の日本語には、西洋哲学の様々な概念に対応す

る用語がなかったために、西洋哲学を日本語で受容するためには、造語したり、古い漢籍の言葉に新しい意味を付

与したりする必要があった。このような明治期の哲学者たちの苦闘を見ていくために、マラルド氏は ‘idealism’、

‘subject’、‘individual’ といった語について具体的に論じ、それらの語が日本語に様々な仕方で翻訳され、その訳語

が定着していくまでの過程を明らかにした。また、哲学という学問のスタイル自身が定着する過程、現在定着して

いる「観念論」、「主観」、「個人」といった日本語が、明治時代にどれほど新奇なものであり、当時の人々をどれほ
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どまごつかせたのかといったことを論じ、明治時代の哲学導入に際しての固有の問題を明らかにする発表であっ

た。

（3）西洋哲学を受容しながら、いかに日本の哲学が形成されたのか？
　この問題は 2012 年 12 月 7 日の関西大学文学部教授の井

いの

上
うえ

克
かつ

人
ひと

氏の「明治の哲学界：有機体の哲学とその系譜」

において扱われた。井上哲次郎、井上円了、三宅雪嶺らは、西欧の哲学思想を受容していく中で、次第に自分たち

が伝統的に継承してきた東アジアの思想が西洋哲学と比較しても決して遜色のないものであるばかりか、十分に形

而上学的思考といえるものであることを確信するにいたる。それは一言で云えば「本体的一元論」の思考様式で

あって、現象の根底に「真如」もしくは「実在」と呼ばれる超越的絶対者を認め、しかもそれは現象の背後にある

ものではなく、現象の只中に内在していて、現象は真実在の顕現にほかならないとする「現象即実在論」の考えで

あった。したがって、超越といっても、外に超越者を想定しない〈内在的超越〉の思考様式であり、この東洋的一

元論を世界に提示することで、彼らは二元論的な西洋哲学的思考に対抗しようとしたのである。

２．近代日本における中国哲学

　また、中国哲学を主要テーマとした研究では、主な論点として以下が論じられた。

（１）近世日本において、中国哲学がどのように日本に受け入れられ、土着化していったのか？

（２）中国哲学は近代日本にどれほどの影響を与えたか？

　以下に個々に概観する。

（1）近世日本において、中国哲学がどのように日本に受け入れられ、土着化していったのか？
　2012 年 9 月 13 日の中華人民共和国・復

ふくたん

旦大学教授にして当センター客員研究員の呉震氏の「近世日本における

中国善書の流伝およびその影響：中江藤樹の宗教観を中心に」と題した発表では、「近
お う み

江聖
せい

人
じん

」と称された中
なえ

江
え

藤
とう

樹
じゅ

の『鑑
かがみぐさ

草』が、日本善
ぜん

書
しょ

史上、最初のものであり、江戸思想史上に顕著な足跡を残したものとして紹介された。

中江藤樹は、明末の思想家である顔
がん

茂
も

猷
ゆう

の『迪
てっ

吉
きつ

録
ろく

』を重んじ、『鑑草』全 61 条の勧
かん

戒
かい

条例のうち、その 48 条を

この『迪吉録』から採録した。呉氏は、『鑑草』を『迪吉録』の節録として紹介し、その受容の特徴を分析した上

で、その後の江戸思想史上に見られる『迪吉録』の影響について論じた。呉氏は、中江藤樹の宗教観には、明らか

に中国的要素が見られるが、さらに日本の神道思想の要素も見られ、つまり中江は、中国の宗教観念を日本の神道

思想として読み直して受容する思想的傾向があったと指摘した。呉氏はこの現象を「本土化」あるいは「現地化」、

つまり「日本化」として紹介され、中江の外来宗教の摂取の仕方を、その典型例として位置付けた上で、かかる

「日本化」が、中江藤樹以降の勧善思想家たちにも見られることを実証的に論じた。

（2）中国哲学は近代日本にどれほどの影響を与えたか？
　2011 年 12 月 21 日の東洋大学教授・センター研究員（当時）（現在、東洋大学名誉教授・当センター客員研究員）

の吉田公平氏の「東
あずまけいじ

敬治と井上円了」と題した発表がそれに関わるものであった。吉田氏は儒学の系譜から明治期

の思想を見ていくことの重要性を指摘した。明治期に活躍した思想家は、江戸時代末期に生まれた者たちであり、

当時仏教思想が低調だったこともあり、彼らの思想的バックボーンは儒学にあった。それゆえ明治期の思想・哲学

を理解するためには、儒学の影響を見過ごしてはならない。儒学が西洋思想の受容に果たした役割も大きい。儒学

がキリスト教を説明する言葉を提供したという事実のほかに、三島中洲が J.S. ミルの功利主義を義利合一説の立場

から受け入れたことからも、西洋思想の受容に儒学が果たした役割の大きさを窺い知ることができる。また、西洋

の言葉の翻訳語として日本で作られた和製漢語がそのまま中国で受け入れられるなど、国際的なつながりといった

面も無視できない。西洋から輸入されて突然日本で哲学が始まったわけではない。しかし同時に、例えば西田幾多

郎の哲学の根本テーマが「実在」であったことからも分かるように、仏教や儒学では中心的に扱われなかったテー

マが、西洋哲学の受容によって浮上してきたという事実も認めなければならない。伝統からの連続性と、伝統との

断絶、その両者に目配せをしながら明治期の哲学を扱うことが求められる。
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３．近代日本における仏教哲学

　最後に仏教哲学に関する研究の主な論点は以下のものであった。

（１）近世の日本仏教は国際的な影響関係（キリスト教や中国仏教など）の中でどのように思想を形成していった

のか？

（２）近世から近代にかけての日本仏教は、西洋の科学とどのように対決したのか？

（３）近代日本において仏教はどのように捉えられ、改革されたのか？

（1）	近世の日本仏教は国際的な影響関係（キリスト教や中国仏教など）の中でどのように思想を形成
していったのか？

　2014 年 1 月 15 日の公益財団法人中村元東方研究所専任研究員の西村玲氏の「近世排耶論の思想史的展開──明

末から井上円了へ──」において、最初に西村氏は、日本近世仏教の思想史を概観し、近世の排耶論を通して、日

本近世仏教思想における中国仏教の受容の問題や、その特質と歴史的意義の一端を明らかにすることができるであ

ろうと見通しを述べ、つづいて明末におけるキリスト教批判を概観した。そこではマテオ・リッチの仏教批判に対

する反論として、インド由来の「虚空」概念と中国由来の自己内心の普遍性である「大道」という二つの概念に基

づき、無始無終の完全な働きとしての「虚空の大道」が論じられた。一方、16 世紀の日本では、キリスト教宣教

師たちによって、仏教は死後の保証がなく、「虚無」を信仰するものであると批判されていた。この批判に対して

日本の禅仏教は、民衆に五戒を授け、五戒を守る自らの正しい行いが後生の安楽と現世の安穏を招くとした。ま

た、キリスト教の教義に対して、「虚空の大道」の立場から反批判が行われた。しかし、その後の日本の排耶論は、

論理的な観点からキリスト教を批判するものとなっていった。虚空の大道という形而上学的な概念は忘れられ、虚

空はたんなる近代的な空間という概念になり、この系譜の中に位置づけられる井上円了も、キリスト教に対して、

神が虚空のような無意味なものであるという批判を行った。

（2）近世から近代にかけての日本仏教は、西洋の科学とどのように対決したのか？
　2014 年 7 月 9 日の天理大学教授・当センター客員研究員の岡田正彦氏による「梵暦運動史の研究─ 19 世紀の日

本における仏教科学の展開─」は、「明治期における人間観と世界観」をテーマとした連続研究会の第 3 回として

開催されたものである。

　幕末から明治時代にかけて、仏教の宇宙観に合致した天文学が展開された。それは、普
ふ

門
もん

円
えん

通
つう

（1754-1834）を

開祖とする運動であり、地球球体説や地動説に対抗し、須弥山を中心とした平面的な世界に基づくものであった。

この運動は、暦を作成する「梵暦道」、占星術を行う「宿曜道」、薬などを作成する「梵医道」の三分野にわかれる

ような、仏教科学を展開する運動であった。梵暦運動は、開祖円通の没後、円通の理論を科学的に修正していく

「同四時派」と、円通の理論を絶対視する「異四時派」に分かれた。同四時派は、自らの理論を視覚的に実証する

ために、須弥山儀と呼ばれる宇宙儀を盛んに作成した。この須弥山儀は、プラネタリウムのもととなった「オーラ

リー（orrery：太陽系儀）」に類する精密機械であり、年月日や時間、その日時の太陽と月の軌道を表示できるも

のであった。この須弥山儀の作成には、後に東芝を興す田
た

中
なか

久
ひさ

重
しげ

が大きな役割を果たしていた。梵暦運動の担い手

たちは、天文観測を正確に行い、暦を作り、大衆に頒
は ん ぷ

布していった。梵暦の結社の活動は、明治 5 年に太陽暦が国

の暦とされた後も、暦の配布を許可されるなど、大衆に広く普及したものであった。このように梵暦運動は、西洋

の近代科学に対抗する形で始まった「反近代主義」的な運動として始まったが、天文観測を正確に行い、精密な機

械や暦を生み出した科学的な、しかもそれは民衆に広く受け入れられ、広いすそ野をもつ運動でもあった。幕末か

ら明治期にかけての西洋近代科学の流入に対して、伝統的な宇宙観に基づきながら、科学的な態度で正確な天文学

が構築され、広く普及していたのである。

（3）近代日本において仏教はどのように捉えられ、改革されたのか？
　2013 年 12 月 11 日の国際日本文化研究センター教授・末木文美士氏の「井上円了と日本の哲学」では、末木氏

は、最初に、西周の哲学を特徴づけ、それに対比させる形で井上円了の哲学の特徴を示した。末木氏によれば、西

周は必ずしも哲学を重視せず、また従来の儒学・仏教には批判的であった。そこには、日本の伝統に対する近代的
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なヨーロッパの学問の優越視が見られる。一方井上円了は、日本の知的伝統に、哲学と呼ぶにふさわしい価値があ

ることを積極的に認め、日本の伝統、特に仏教を、哲学と同じように真理を究明するものとして考えていた。この

ように哲学と仏教を捉えたため、円了の著作は仏教と哲学の区分が曖昧であるという問題点を抱えている。しかし

円了は哲学と仏教について、領域が違うのではなく方向性が違うのであるとも述べている。末木氏はまとめとし

て、この方向性の違いという観点から哲学と仏教の違いを考えていくことは、今日でも有効な考え方ではないか、

また、井上哲次郎と共に、日本の知的伝統が哲学としての意義を有することを強調し、細分化した宗派として仏教

を捉えるのではなく、活物として仏教を捉えた井上円了の仏教論は、現代にも大いに意義があるのではないかと指

摘した。

まとめと今後の展望

　これまでの研究会からおぼろげながらに見えてきていることをまとめるならば、以下のようになろう。

　①西洋哲学の受容と、②東洋の伝統思想が西洋哲学と同等の哲学的な体系を具えたものであることの発見、③西

洋哲学の概念を仏教や儒教といった伝統思想を通して理解したことなどが、独自性を有する近代日本哲学の成立の

鍵となったということである。

　今後の展望は以下のとおりである。当センターの活動は 2015 年度にひとつの区切りをむかえる。第 1 ユニット

は、学祖井上円了の思想の解明と日本近現代哲学の独創性の探究とを二つの柱として研究を進めてきた。今までに

多方面から種々の視点が提示され、研究は大きな広がりをもった。ここで一度、集約を試みる意味で三本めの柱と

して「明治期における人間観と世界観」というテーマを掲げ、一つのテーマを多方面から考察することを始めてい

る。明治期の思想は、江戸期からの連続性を保持しつつも、西洋思想の受容を通して新たな展開を示した。連続性

と新たな展開という二つの点に留意しつつ、様々な知の形成の基盤をなす人間観と世界観に注目することによっ

て、明治期の思想の深層を明らかにすることを目指す。
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第 2ユニット報告（1）
方法論研究、ポスト福島の哲学

村上　勝三

　第 2 ユニットは三つの課題をもっている。すなわち、方法論研究、ポスト福島の哲学、「法」概念の研究である。

この順序で報告する。これら三つの課題の内、最初の二つを以下の順序で報告する。「法」概念については「第 2

ユニット報告（2）」に述べられている。

Ⅰ．方法論研究

１．実際の試行形態に即した成果と問題点

　①哲学を中心とする個別専攻領域における方法論についての研究（研究会）

　　=> 学問的知識の裾野の作り方

　②哲学的な基本概念とその基礎的立場についての国際的共有（WEB 国際会議、シンポジウム）

　　=> 思索と概念の国際水準を経験すること

　③人文系学問内での別個な専攻領域間の技法共有化の方法

　　=>「クロスセッション」による学域の拡大

２．WEB を用いた国際間の研究と教育の技法

　　=> 研究・教育における WEB の実践的使用

３．学問方法論そのものとしての課題「東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究」について

　　=> 知のネットワーク構築と普遍方法論と体系化の方法

Ⅱ．ポスト福島の哲学、あるいは来たるべきフクシマの哲学、むしろ来たるべき世界の哲学

１．センター第 2 ユニットとして取り組むことになった理由

２．人間性の腐敗と哲学研究者のなすべきこと

Ⅰ．方法論研究

１．実際の形態に即した成果と問題点
　第一に、実際の試行形態に即した成果と問題を三点について報告する。

　①一般的に言って、これまでなされてきた一番多くの方法論研究は個別学問領域内部での研究であった。この場

合には、問題を提起し報告する研究者とともに同じ専攻の研究者が当該の問題を深めることが成果になる。それと

ともに、この方法は、他専攻の研究者が自分の研究を一般化の方向に深めるという役割も果たす。哲学の場合につ

いて、もう少し、具体的に言えば、たとえば、ヘーゲル哲学における方法に着目した研究をスピノザの研究者が聞

き、議論に加わりながら、スピノザ哲学における方法についての探究をヘーゲル哲学との応答関係の下におくこと

により、言説と探究を更に一般的にするという場合である。この積み重ねが複数の個別哲学についてなされて、哲

学史的研究の方法についてのモデルとなり、それがさらに哲学の方法として一般化して行くことになる。これが哲

学研究の裾野を作る作業に相当する。

　②次に、WEB 国際会議において、哲学的に基本的な考え方、たとえば、「直観」と「反省」、「経験論」と「合

理論」などについて英、独、仏の哲学者たちと、面と面を合わせて討論することによって、ドイツ語、フランス

語、英語のリズムを越えて伝わってくる生の思索に自分たちを晒すことができた。テクストを通して外国語を解読
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するのとは異なり、WEB 国際会議においては五感すべてと知性を用いて自分たちの言説を相手に晒すことになる。

応答すること自体が、私たちに新しい経験を付け加える。外国から研究者を招聘して講演なり、討論なりをする場

合とどのように異なるのか、と反論されるかもしれない。しかし、招聘の場合には、相手方は日本という風土に、

意識的か無意識的かは別にして、順応しながら対応する。こちら側もお客さんとして待遇するようになる。しか

し、WEB を介した場合には、日本という風土を意識するのではなく、相手一人一人を意識して討論を行う。招待

する側も同じである。言い換えれば、外国のそれぞれの研究者が、こちら側と同じく一人一人の個人として応じ合

うことになる。そこで出会った事柄を自分のものにしながら、それぞれが研究を進めて行くことは、将来の国際的

関係の絆を深めるとともに、あちら側でも、固有名詞をもった日本の哲学研究者との遣り取りが生じる。このこと

を纏めて表現するならば、研究者が相互に、自らの思考自身を国際化という事態に晒し、哲学的基礎概念の国際水

準を経験するということである。たとえば、日本語の「反省」、「直観」という言葉を使って表現したいことと、今

は英語表現だけに留めるが、reflection, intuition で表現される事態がどれほど重なり、どれほど異なるのかという

ことのようにである。これを言葉で表現すると膨大な研究、文章量になり、どうしても、五感と知性をもって受け

取るということにはならない。

　③最後の問題は「クロスセッション」と「インターディシプリナリー」あるいは「学際的」と呼ばれることとの

差異に関わる。学際的研究には、たとえば、統計学と政治学と経済学と都市工学のそれぞれを研究する人達が集

まって、効率の良い街作りを考えるなどということが含まれるであろう。一つの結果を創り出すために、さまざま

な領域の人が共同で研究しながら計画を進めるということになる。私たちが目指しているのはその反対のことであ

る。すなわち、それぞれの分野の研究が相互に関連づけられることを通して、いっそう大きな学問としての括りが

見つかるという方向である。私たちが試行しているのは、中国文学と古代インド学と近世西洋哲学の三人の研究者

がその方法について討論するということである。人文学のなかでも、文学と哲学は学問として近い関係にあると思

われている。しかし、そうでありそうで、ありそうでもない。これまでの共同作業のなかで、お互いの近さと遠さ

が明らかになった。

　三者ともに原テキストがあり、それが研究素材になるという点では同じである。基本的に書かれた文字列を対象

にするのであるから、言語を分析するという点では同様な仕方になる。原テキストのおかれている時代前後の主要

なテキストを参照し、さまざまな辞典、辞書、文法書を駆使し、機械可読なテキストになっているデータを解析し

て、語用論的探索をする等などということは、人文学ならば共通にもっている技法である。この点では近い関係に

なるが、何かを共有しようという段階に至ると、三者の隔たりが際立ってくる。

　一つには研究者として習熟するための技法は同じであっても、対象が異なるために明確な違いが生じる。たとえ

ば、古代インド語を主たる資料としたインド古典学と中国の古典文学と西洋 17 世紀哲学と言われても、対象が

違っていて、相互の関係づけが私たちの伝統のなかで与えられていない場合には、それら三つの分野を全体とする

地図が描けないということが生じる。お互いに何をしているのか、薄暗がりのなかにいるような気分になる。研究

交流によって、この薄暗がりが少し晴れてくるにしても、交流したことのない他の分野との間には残り続ける。

　このことは人文学の諸分野における基礎研究の成果が、私たちの伝統のなかで或る程度共有されていなければ、

言い換えると、全体を見通すことのできる地図を手に持っていなければ、研究交流、ないし、刺激の遣り取りもで

きなくなるということを示している。同じことを肯定的に言えば、大きな地図と「人文学のジェネラリスト」が必

要であるということになる。「人文学のジェネラリスト」というのは、個別分野での質の高い研究について通覧し

理解して、レビューを書くことができる知見をもつ人で、その個々の成果をいっそう広い分野間の違いへと表現で

きる人である。現状では学問研究が細分化されてしまったので、学会レベルでジェネラリストを養成して、それを

足場にしてさらに広い分野でのジェネラリストを養成することが求められるであろう。しかし、これの実現のため

には、個別分野での個別研究の質の高さに裏付けられていなければならないとともに、社会環境として人文学が尊

重されるようにならなければならないであろう。各段階のジェネラリストを養成するということを制度化するの

は、むしろ効果を減殺するであろう。人文学のジェネラリストは個別研究の上に立ってこそ育成されるからであ

る。このことは三分野のクロスセッションによってだけではなく、WEB 国際会議においても、個別の研究会にお

いても看て取れることである。たとえば、WEB 国際会議の場合、哲学のジェネラリストである通訳がいるわけで
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はないので、意見の遣り取りが、本人同士はたとえばドイツ語ならばドイツ語で、フランス語ならばフランス語で

理解できているとしても、通訳を介して第三者にも届くようにと考えると、上手く行かなくなる場合が見られた。

この点では、通訳ができるようなジェネラリストの存在が大きな役割を果たす。クロスセッションは、さまざまな

局面、水準での翻訳可能性の問題を際立たせた。人文学内部で今後ともこのようなクロスセッションが実行される

べきである。「大きな地図」については、諸学問が相互に関連づけられるための方法としての普遍方法論と体系化

の方法の構築が求められる。それとともにこのための環境作りも必要になる。

２．WEBを用いた国際間の研究と教育の技法
　次に、WEB 国際会議と WEB を用いた講義の開発について報告する。この点で技術的に難しいのは 3 国間に

なった場合と、相手側の機器とこちら側の機器の相性の問題があったと思われる。そういう点で、第一に、大学間

でこの技術を共有する必要がある。国際哲学研究センターは独自に相手方に依頼し、相手方に技術者の推薦を依頼

して、その技術者と連絡をとるということをしてきた。これを大学間の通常の交流のなかに含めるような考え方が

必要である。たとえば、東洋大学の国際センターにストラスブール大学と WEB 会議をしたいと申し出れば、技術

的なことを相手側とこちら側に用意する、というようにである。東洋大学はネットワークを使って会議をするアプ

リケーションをもつ企業と年間契約を結んでいるので、費用はほとんどかからないはずである。一度、相手大学側

の技術者と連絡がつき、WEB 会議が成立すれば、次回からはきわめて円滑な流れを作ることができる。これが技

術の面で明確になったことである。

　もう一つは、教育への利用という問題である。先に研究者にとっての重要性を述べたが、WEB を用いた講義の

場合には、双方向の授業が国際間で成立することの意義は極めて高いと考える。私たちは、試行的に東洋大学から

ストラスブール大学日本学学科への講義を実現した（2012 年 11 月 14 日、WEB 国際講演会：吉田公平「日本近代

における漢学と西学─中江兆民を中心に─」）。外国人学生との双方向的な授業は大学の国際化を考える上で、重要

なことである。こちら側にも学生が参加し、あちら側にも学生が参加し、とりわけて日本特有な文化についての講

義がなされるならば、講義を受ける者、一緒に聞く者にとってだけではなく、講義をする研究者にも大きな刺激が

得られるであろう。第 2 ユニットでは、明治期の思想についての講義を実施した。しかし、日本の文学、文芸、歴

史、美術などの講義をすれば、いっそう刺激的で、相互に受け取る稔りも多くなるであろう。この点もセンターが

大学教育の将来に受け渡す財産の一つである。

３．学問方法論そのものとしての課題「東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究」について
　第三に報告するのはもっとも大きな課題に関してである。つまり、「東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研

究」という課題である。このような大きな課題に答が見つかるわけがないと考えられるのが通常であろう。或る意

味ではその通りである。「これこそ世界哲学の方法論である」などというものが、一人のアリストテレスを生産で

もしない限り、5 年間で提供できるわけがない。しかし、別の意味では可能である。というのも、どのような学問

にとっても基礎になる方法を私たちは既に手にしているからである。その意味では、私たちにもこの大きな課題に

応えることができる。私たちは知識を伝えるために論理法則を使う。さまざまな国語に文法があるように、思考が

伝達可能であるならば、その思考は基礎的な論理法則にのっとっていなければならない。たとえば、「あるものは

あるのであってないのではない」などという（若干不正確であるが）矛盾律のような法則、あるいは、主語と述語

の関係などは、知識を学び、伝えるためには基礎になければならない。そのように考えてみるならば、論理学、数

学、言語学はすべての学問的探究に基礎を与える役割を果たす。これが私たちが主題の一つにした「普遍方法論」

である。それは、どのような学問でもそれを踏まえることなしには知識を生成できない諸学問を貫通する方法であ

る。教育カリキュラムにおいても、このことを重視する必要がある。

　もう一つ、伝統的な学問間の関係を考える上での方法に体系化という方法、言い換えれば、さまざまな学問相互

の基礎づけ関係を示すということがある。しかし、現在「普遍方法論」も「体系化の方法」も上手く働いていると

は言えない。それどころか、両方とも、無視されたり、時代遅れだと看做されているのではないだろうか。現状で

は、物理学と言語学が数学的操作を共有し、言語的な基盤なしには物理学も成立しない、とは考えられていないで
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あろう。しかし、次の「ポスト福島」の項で述べるように、現状は「科学」という言辞が「まやかし」のように使

われる場合がある。先にクロスセッションの方法のところで指摘したように、私たちは諸学問間の関係の地図を

もっていないので、とりわけても遺伝子工学、放射線物理学、脳神経科学のような、観察可能性を証拠にできない

ような学問領域において、よくわからない操作に基づいて「われこそは科学」だというように主張されることもあ

る。（K. ポッパーが確立した）「反証可能性」など、とんでもないことで権威主義的に「我こそは科学者」と言い

張る人も出てくる。そういう点からも、私たちは諸学問間の関連を取り戻さなければならない。「普遍方法論」も

「体系化の方法」も見向きもされない現代において、少しずつこれを取り戻すような研究を重ねて行く必要がある。

こうして、私たちがなすべきことが見えてくる。諸専攻領域の間で、クロスセッションという方法によって、

ニューロン（神経細胞）のように枝を伸ばし、学域を広げて行くだけではなく、普遍方法論と体系化という二つの

視点を切り拓くことでである。「東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究」における、私たちの成果として言

えることは、平凡ではあるが「普遍方法論」も「体系化の方法」も投げ出してはならないということ、そしてクロ

スセッションの方法をさまざまな分野で遂行することである。これは長く、大きく、世界的な、歴史的な課題であ

るが、ここまでの視界が共有されるならば自ずと先に進むであろう。

Ⅱ．ポスト福島の哲学、あるいは来たるべきフクシマの哲学、むしろ来たるべき世界の哲学

　次に「ポスト福島の哲学」という企画について報告する。ポスト福島の哲学という課題の下に、2011 年 12 月の

WEB 国際講演会を皮切りに、今年度の、これから実施されるものも含めて、4 年間で映画上映・講演会が 3 回、

実際に被災者への支援をしている人達によるシンポジウムが 3 回、哲学系の研究者による発表が 6 回になる。

１．センター第 2ユニットとして取り組むことになった理由
　そもそもこの企画は 2010 年度に提出された私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の応募書類にはない企画だっ

た。しかし、2011 年 3 月に東京電力福島第一原子力発電所が引き起こした過酷事故に日本中どころではなく世界

中が対応しなければならなくなった。このセンターが設立されたときには、放射性物質の拡散に伴う環境の変化に

対処することが、あらゆる分野で、哲学の分野でも避けられない課題事項になっていた。過酷事故の結果、人間の

五感には捉えられない放射性物質の危険を目の当たりにする新しい世界に私たちは直面しなければなくなった。こ

のことは哲学的に考えても、もう一度自分達の哲学史を見直さなければならないほどの大きな出来事である。それ

はこの惨事の大きさ、その影響が地球規模に及ぶということ、人間にとって住むことができない土地が人工的に産

出されてしまったということ、こうしたことのためだけではない。私たちが哲学史的に受け入れてしまっている思

考の傾向性を見直さなければならなくなったからである。私たちは五感を通して物質世界と出会い、物質世界に対

する態度を選択する。ところが原発事故以来、そうは行かなくなった。目にも見えず、香りもせず、味もせず、聞

こえもせず、触れることもできない何かのために、これまで慣れ親しんできた土地、環境を離れなければならなく

なったのである。言い換えれば、目の前に物質があって、そこから五感を通して身体に情報が伝えられ、それを受

け取ることによって物質世界についての状態を知る、このような認知の捉え方では対処できない世界に生活するこ

とになった。もう少し深めて言い直せば「ある」ということを前提に「知る」ということを考えることが誤りであ

るという事態が生じた。こうして課題も「ポスト福島の哲学」というよりも、「来たるべきフクシマの哲学」、それ

よりも、むしろ「来たるべき世界の哲学」へと改変すべきであるという事態に至っている。

　この望みもしない、頼みもしない、好ましくもない、害ばかりをもたらす新しい環境を前に哲学研究者は何がで

きるのか。日本の状況を海外から、異なる文化から見たときに、どのような見解を得ることができるのか。これら

を含めて計画が立てられた。ドイツの研究者とフランスの研究者、合計 4 名にこの点での教えを求めた。詳細は記

録が掲載されている年報『国際哲学研究』に譲ることにして、そのうちの 3 名の考えを合わせると以下のように纏

まる。J.-L. ナンシーのように個を尊重しながら、B. ヴァルデンフェルスのように何を為すべきかということを、

何が本当かということから切り離さずに（以上、『国際哲学研究』1 号）、É. タッサンのように共有可能な世界を展

望する（『国際哲学研究』別冊 1）ということである。この考え方は原子力の使用を差し止める方向で考えていっ
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た未来の世界を展望するものと言える。それに対して、もう一人の J.-P. デュプイ（←デュピュイ）は、カタスト

ロフを来たるべき未来に現実的に想定して、それを避けるという考えを提出した（『国際哲学研究』別冊 1）。この

考えは、要するに、現状の原子力の利用を認めながら、惨事を起こさないようにするという点で、国際的な、そし

て、国内の原子力推進勢力に有利な言説になる。放射性物質の拡散を受け入れてそのなかで自己管理をしながら生

活するという考え方、除染をし、食糧を管理し、子供にガラスバッチを付けさせながら自分で自分を管理するとい

う 方 向 で あ る。 こ れ は 国 際 放 射 線 防 護 委 員 会（ICRP = The International Commission on Radiological 

Protection）、国際原子力機関（IAEA=International Atomic Energy Agency）、原子放射線の影響に関する国連科

学委員会（UNSCEAR= United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation）などの見解と

通じている。世界保健機関（WHO）と IAEA との間で、WHA12-40 という協定を 1959 年に締結して以来、WHO

も放射線防護に関しては無力になったと考えられる（1）。福島県と IAEA も同様な協定を 2012 年に締結した（2）。

　このように考えた場合の成果の一つを簡潔に纏めれば、原子力村は国内的にも国際的にも、巨大な経済的ネット

ワークを共有し、報道機関もこの影響下にある、ということになる。しかし、その一方で、国内的にも国際的に

も、反核、反原発の民間における活動は同じように続けられているということも明らかである。そして、巨大な過

酷事故が、日本で発生し、国土の面積に比べれば世界中で最も密度の高い原発をもっている火山国である日本が、

最も頻度の高い危険を抱え込んでおり、最も切実に脱原発化を進めなければならない。この点で、国際的な情報交

換においても、日本が中心的役割を果たさなければならないということがはっきりした。その日本で、原発廃棄の

方向で考える先ほどの三人の哲学者が述べていた三つの点を、どのような哲学的立場に立って築いて行くのか、そ

れが私たちに問われている次の課題である。この課題に応えて行く準備として、6 人の日本の哲学研究者にこの問

題について考え、報告をうけた。その結果は、来年度に刊行される『ポスト福島の哲学』（仮題）、あるいは『来た

るべきフクシマの哲学』あるいはむしろ『来たるべき世界の哲学』として公刊される。そこに四年間の研究の成果

が盛り込まれることになる。

２．人間性の腐敗と哲学研究者のなすべきこと
　しかし、既に現状において明らかになっていることがある。先ほどの三点ももちろんであるが、私たちの前に決

定的な仕方で腐敗として現れている現象にどのように対処できるのか、ということがより深刻でより根底的な課題

になる。簡潔に言えば、事実の隠蔽、嘘の横行、誠実さの欠如である。こう言いつのるだけでは解決にならない。

現代哲学の主流は価値についても真理についても相対主義という立場に立っており、現状はこの相対主義の現れと

みられるからである。このことに直面するならば、足場にしなければならない哲学の方向性も見えてくる。即ち、

「在ること」と「善いこと」と「本当のこと」が一つになる根拠をもちながら、個と共同体と社会的関係が成り立

つ場の探究である。「そんなの普通のことじゃん」と指摘されるかもしれない。しかし、私たちの人間性の腐敗は

その「普通」が「異常」である状況にまで至ってしまっている。たとえば、街行く人に「職場のあなたの隣の席

に、本当のことは正しい、と主張する人がいると困りませんか？」と尋ねて欲しい。一体どのような答が返ってく

るのか。肯定的な答が想定されざるをえない時代に私たちは生きてしまっている。

　以上が「ポスト福島の哲学」という企画のこれまでとこれからである。国際化という点で付け加えるならば、繰

り返しになるが、原発問題、核使用の問題については、国内と国外において文化や風土の相異に応じて異なる見解

があるのではなく、人々の経済的視点のおき方に差異があるということも明確になる。また、私たちの研究を通し

て、私たちが直面している事態の深刻さが顕わになるとともに、私たち哲学研究者は、個人的に、一市民としてボ

ランティアなどの実践活動に携わること、それはそれとして大事であるにせよ、自らの社会的な役割である哲学研

究者として、先に述べた人間性の腐敗という状況を根底的に見据え、それを解決するための哲学的立場の構築に向

けて努力しなければならない。このことも判明になった。哲学研究者は己の仕事として、この腐敗の現状から抜け

出すことのできる立場を探さなければならない。このことが大きな困難をもっていることも明らかであろう。しか

し、悲惨さに涙している暇はない。さらに次のことも、最後に急いで付け加えなければならない。それはこのよう

な活動が、あるいは有形無形の、あるいは有象無象の大きな抵抗を受けることになるであろうということである。

困難は言論空間の自由度の確保という点にもある。悪しき共有文化として核使用の問題を捉え、私たちは三度にわ
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たる被曝当事国に住むものとして、人間性の腐敗を直視し、それを乗り越えることのできる立場を海外に発信して

いかなければならないと考える。

註

１ cf. http://independentwho.org/jp/who と iaea との協定 /
２ cf. http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035d/fukushima-iaea-memorundam.html
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第 2ユニット報告（2）
〈法〉概　念

沼田　一郎

　第 2 ユニットでは、〈法〉概念を課題のひとつとしてきた。国家間の条約から家族内での約束事まで、〈法〉には

様々なレベルがあることは周知であるし、それぞれのレベルに成文法と不文法が存在している。また、〈法〉の現

象形態は時代や地域あるいは文化によって多様を極めているが、それらをあえて〈法〉という言葉で括りうると考

えると、そこには「比較」という手法を適用することが可能となる。この多様な〈法〉はそれぞれ対等な地位を有

しているはずだが、現実の国家法の多くは西欧由来の法体系をその基礎としているのである。たとえば日本の民法

典がドイツやフランスなどから直接的な影響を受けていることは、その成立過程を学べばただちに了解されること

である。

　ところが、西欧近代以外の地域や時代にはそれぞれ固有の〈法〉体系が存在したし、現存してもいる。イスラー

ム文化圏、インド文化圏、中国文化圏は古い起源を持つ法体系すなわち「伝統法」が存在し、それらがもっぱらア

ジアに偏在していることから「アジア法」と称されることもある。しかし、「アジア」の概念規定それ自体が多大

の困難をはらんでいるし、西洋法もしくはその下位分類としての「英米法」や「大陸法」と同列に扱い、同じ切り

口で扱うことが妥当かどうかは自明のことではないであろう。

　本ユニット研究員の沼田はインドの古代法を研究課題としている。資料は古代インド語で記された「ダルマ・

シャーストラ（dharmaśāstra）」すなわち「ダルマの指南書」と総称される文献資料が中心であるが、「ダルマ

（dharma）」の訳語としては「法」が最も一般的である。これは仏教においては極めて重要な概念であり、仏教文

献の中国語訳に際して採用されたものと思われるが、現代日本語においても「法則」「法律」「説法」「法事」のよ

うに、様々に異なる意味において用いられうるものであって、それを的確かつ簡潔に定義することは困難である。

　「ダルマ」はダルマ・シャーストラの文脈においても多様な意味を持つが、現代語の「法律」あるいは law、

droit、Gesetz などに相当する概念としても用いられる。「ダルマ・シャーストラ」を「法典」と邦訳するのは必ず

しも適切ではないが、この文献群は中世以降になると「法律」を扱うことを専らとするようになるのも事実であ

る。沼田は、インドの伝統的な〈法〉概念はどのようなものであり、それは dharma の歴史的な意味の変遷とどの

ように関わるのかということを研究課題としている。そこで、世界の様々な法系から〈法〉概念を取り出して、共

通理解の可能性を探るべく 2012 年度に第 1 回のシンポジウム「〈法〉概念の時間と空間－〈法〉の多様性とその可

能性を探る」を企画・実施した。当日の報告順に現代中国（鈴木賢・北海道大学）、古代インド（沼田一郎・東洋

大学）、イスラーム（堀井聡江・桜美林大学）、葛西康徳（古代ギリシア・東京大学）、仏教（堀内俊郎・東洋大学）

がパネリストとして報告し、その後フロアも含めてディスカッションを行った。

　このシンポジウムは、多様な〈法〉概念を提示して相互理解を深める機会となったが、上述のように今日の国家

法は西洋法が基礎をなしていることがほとんどである。したがって、これら伝統法と西洋法との融合あるいは相克

を問題とする必要が感じられた。続く 2013 年度には、そのような観点から「〈法〉の移転と変容」をテーマとして

再び〈法〉のシンポジウムを実施した。ここでは、長谷川晃（法のクレオール・北海道大学）、岡孝（日本民法・

学習院大学）、浅野宜之（インド近代法・大阪大谷大学）、桑原尚子（マレーシアのイスラーム法・高知短期大学）、

シマ・アヴラモヴィッチ（セルビア法・ベオグラード大学）、二宮正人氏（ブラジル法・サンパウロ大学）が報告

した。「異法融合」の基礎理論である長谷川報告を基調報告とし、他はいずれも非西欧社会における近代化と法体

系の確立という共通した問題を含んでいる。（以上 2 回のシンポジウムの成果は、それぞれ、『国際哲学研究』別冊

2、4 として刊行された）
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　以上のように、第 2 ユニットでは〈法〉を主題とした共同研究を主催した。〈法〉は普遍的であると同時に、そ

の現れ方や機能は多様である。その点では比較研究の格好の素材であることは疑い得ないし、比較の方法論をそこ

から取り出すこともできるであろう。また、異なる法系の比較研究であるかぎり、それがドメスティックな研究で

はありえないが、しかしそれがそのまま「国際的」な研究であるとも言い切れない。第 2 回のシンポジウムでは外

国の研究者を招くことができたが、我々は「国際」の内実を常に問わねばならないのではないだろうか。
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第 3ユニット報告（1）
アジアにおける多文化共生と国際化を考える

宮本　久義

　第３ユニットの宮本でございます。ちょうど今気が付いたんですけれど、今日のシンポジウムのチラシに「国際

化とは何をすることなのか」というテーマが真ん中に書いてあって、そこに非常に大きなクエスチョンマークが付

いています。これは国際化って言っているけれど、国際哲学研究センターは本当に何かやっているのかっていう、

たいへん挑戦的な質問が突き付けられている感じがします。今、沼田一郎先生が「外国に行ったり外国人を招いた

りすることが国際化ではないんだ」と言われましたが、 わが第３ユニットはそういうことをやっております。だか

ら本当にこのクエスチョンマークに真摯に答えなければならないと思っております。

　私たち第３ユニットは、多文化共生社会構築の基盤研究を課題にしております。取り組んでいる問題が大きく分

けて三つあり、アジアにおける諸宗教と多文化共生というのが一つ目の柱です。それからその中でちょっとイス

ラームを別立てで考えて、イランの研究者たちと好い関係が築かれつつあるので、イラン・イスラームにおける多

文化共生の問題としてもう一つの柱にしております。それからもう一つ、今日はお話しませんが、西洋哲学におけ

る共生の研究を行っています。例えば身体と精神とか、過去の思考法と現在のそれがどういうふうにして繋がって

いるのか。さらには、人間と自然との共生などを扱っています。今日は、この三つの課題のうち、私がアジアにお

ける諸宗教と多文化共生の問題、永井晋先生がイラン・イスラームにおける多文化共生の問題をお話します。

　まずインドとの関係をお話します。この国際哲学研究センターができる前、東洋大学共生思想研究センターとい

う所で 2006 年から５年間活動をしておりました。その間、2007 年 8 月にデリーのラール・バハードゥル・シャー

ストリー大学で International Seminar on the Sustainability and the Philosophy of Co-existence というテーマで

シンポジウムを開催しました（写真１）。

　サステイナビリティについての議論はあまり論じられませんでし

たが、共生については、インドにはそのような考えが古代からあっ

たと主張する見解が多くみられました。社会の調和が失われつつあ

る現在のグローバライゼーションの時代において、われわれは互い

の信頼醸成の難しさに直面しているといえますが、信頼の危機を除

去ないし回避できるのは共生を広めることによってでしかない、と

いう点で意見が一致しました。ただし、カースト制度との関係を質

問すると、なかにはこの制度は一般に誤解されているが職能による

役割分担であって差別ではないと答える人もいて、それをめぐって

激しい意見の応酬がありました。おそらく出席者の大半がバラモン

階級出身者であることを反映しているのだと思います。しかし逆に極端な意見でしたが、共生の思想はインドには

過去にもなかったし、現在もまったくないという意見もありました。この発表をした教授は、アウトカースト出身

者で、この教授の立場から見ればインド社会に共生の考えはないという意見は極めて妥当だと思います。しかしそ

の状況をどうしたら打破できるのかという方法までは、残念ながら議論されませんでした。インドでは共生のこと

を問題にする場合は、カーストは避けて通れない問題なのだということをあらためて実感した次第です。

　ある意味でこのときのシンポジウムは私にとって非常にいろいろなことを考えさせられるシンポジウムでした。

哲学や宗教の扱える範囲というものを越えているんだと。共に何かをしていこうというときには、頭の中だけでは

写真 1：インド・デリーにおけるシンポジウム（2007
年 8 月）



24 全体シンポジウム「国際化とは何をすることなのか～東洋大学国際哲学研究センターの「これまでとこれから」～」

なかなかうまくいかないんだということを考えさせられました。た

だもう一つは、現地に行って何かを見てくること、それから現地に

行ってその人たちと対話をすることで、例えば、「共生って何です

か？」と言うと、向こうは「あ、共生って知らないな。そんな言葉

は初めてだ」ということで何か考えてくれるわけです。そういうよ

うな種をまいてくることの大事さも学びました。

　次にお話しするのは、同じくインド関係ですが、2011 年 9 月に

当センター研究員の橋本泰元先生とリサーチアシスタントの三澤祐

嗣さんが、スィク教における多文化共生の現地調査を行ってきまし

た。開祖のナーナクは 15 世紀に生まれた人ですが、ヒンドゥー教

やイスラームと異なる道を示した人です。形式主義に陥った宗教を

否定して、良いところを残して悪いところには従わないという仕方

で、宗教改革のみならず、ある意味で社会改革も行いました。ただ

し、それがゆえにヒンドゥー教からもイスラームからも攻撃の対象

にされることもありました。写真２は北西インドのアムリトサルと

いう都市にある総本山のハルマンディル寺院、別名黄金寺院です

が、頭にかぶりものをすれば誰でも参拝できるし、無料で宿泊と食

事を受けることができます。スィク教の寺院には普通４つの方角そ

れぞれに門があって 4 階級全ての人に開かれています（写真３）。基本的にはカースト制度というものは認めてな

いわけです。宗教が原理主義的な考えに固着せずに、改革が可能であることを示している点で、スィク教の教義は

今後の多文化、多宗教共生を考える際にたいへん重要であると思います。

　３番目にブータンを取り上げたのは、日本にブータンの若い国王夫妻が来日したときに、国民総幸福度（GNH: 

The Gross National Happiness）というものが、非常に話題になりました。これは本当はどうなっているんだろう

というのが一つ大きな疑問だったんです。それからもう一つは、ブータンは自然環境に配慮した環境立国になって

いるけれど、それって本当にそうなのかということで、まず知らないことに関しては知っている専門家をお招きし

て話を聞いてみようということになりました。

　異なった分野の専門家お二人を順次お招きしてお話を聞きました。

　第１回目の研究会（2012 年 2 月）では、脇田道子さん（慶応大学）に、「辺境のツーリズム：ブータンの近代化

と牧畜民ブロクパのアイデンティティーの行方」というテーマで、お話していただきました。脇田さんによれば、

急速に進行するこの地域のツーリズム開発の結果、「伝統とモダニティ間の緊張」はこの地域においても例外なく

強まっているという。今後、ブータンの東端に住むブロクパが自文化見直しの方向へ動くのか、あるいは「一般の

ブータンの人びと」への同化に向かうのか、ブロクパ出身の教育を受けた「民族エリート」が新たな道を開くの

か、彼らの今後は注目に値する、と脇田さんは締めくくりました。ブータンは今、観光立国にもなりつつある。そ

ういうなかで、マイノリティーの人たちがどうやってツーリズムの嵐のなかでもまれつつ自分たちのアイデンティ

ティーを確立していくのか、実はこれは世界の国々がグローバライゼーションの嵐のなかで、それぞれ自分たちの

道を模索している状況と同じなんだといえると思います。

　第２回目の研究会（2012 年 7 月）では、宮本万里さん（国立民族学博物館）をお呼びしてお話を伺いました。

「ブータン、幸福社会という国づくり：国民の属性と境界画定のプロセスから」ということで、中国とインドとい

う二つの大国に挟まれながら、チベット仏教を国教とする主権国家として生き残るために、ブータンの為政者たち

がどのようにして現在のブータン像を作り上げていったのかを 3 期に分けて解説していただきました。1 期、2 期

はちょっと省略をして、第 3 期（1980 年代から 90 年代）に当たる頃から、ブータンはグローバルな環境主義の潮

流に呼応しつつ、自然環境保護への傾倒をみせはじめ、政府は「すべての生き物に対する憐れみ」を求める仏教の

思想を根拠としながら、自然を守り育てるブータン人という国民像を構築していった。これはブータンが環境主義

を中心にしますよというアピールで、これによって国際社会から非常に大きな金銭的援助を得ることができたん

写真 2：アムリトサルのスィク教寺院（黄金寺院）

写真 3：グルドワーラー内部（ゴーインドワル）
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です。

　ところがそもそもブータン政府が環境を守ると言ったその場所は、昔ブータンの国王が持っていたご領地、お狩

場なんです。そこをそのまま環境保護の対象としてしまった。そうしたら逆に国際社会から、環境保護政策を重視

していると、称賛されたわけです。ある意味で話がすり替えられてしまったわけです。それから、脇田さんも宮本

さんも幸福度については直接批判はなされなかったんですけども、やっぱり心の中ではそれはちょっとおかしいん

じゃないのというようなことも考えているんです。

　２回の研究会でいろいろ事前にお話を聞いたあとに、橋本泰元研究員、永井晋研究員、斎藤明客員研究員（東京

大学）、井上忠男客員研究員（日本赤十字学園）、堀内俊郎研究助手、三澤祐嗣 RA と私の、合わせて 7 名で 8 月に

ブータンに行って研究集会をもちました（写真４）。「現代社会におけるブータン仏教」、「国民総幸福度に対する仏

教の貢献」、「アジアにおける仏教の役割」を調査テーマに掲げて、ブータン仏教界の重鎮ロペン・ゲンボ・ドルジ

師にお話を伺ってきました。師は中央僧団事務局長となっていますが、実際の宗務総長かナンバー 2 ぐらいに当た

る人だと思います。師の考えは、『国際哲学研究』２号に掲載されているので、詳細はそちらに譲りますが、周回

遅れのトップランナーというのが私の考えたブータン像なんです。国際社会からは何周も遅れているわけです。と

ころが結果的に環境問題だとか幸福度だとかというような話題性のある問題で、国際的に注目を浴びているわけで

す。でもそれってまだまだ限界があるわけです。王政という擬制のなかで、王様がうまくやっているときはいいか

もしれないけれども、隣国のネパールで王政が崩壊した例もあるとおり、仏教を基礎としつつも実情を反映してい

ない国民総幸福度や無理のある環境主義という政治的キャンペーンのなかで、国民が主体的に多文化共生などの問

題に取り組む姿勢はまだまだ見えてこないと感じられました。こういうのは行ってみて初めて分かるなっていう気

はしました。

　４番目は、人口の約９割が仏教徒であるミャンマーに、2013 年 3 月に私と渡辺章悟研究員と井上忠男客員研究

員と３人で、多文化共生現地調査に行きました。主として、仏教の瞑想センターというものがどういう機能をして

写真 4：ブータン研究集会（2012 年 8 月） 写真 5：ブータン国立僧侶学校の訪問

写真 7：タクツァン僧院（ブータン最大の聖
地で、険しい山岳地帯にある。伝説ではパ
ドマサンバヴァが空を飛んで現れこの僧院
を開いたという。）

写真 6：タシチョ・ゾン（官公庁兼ブータン仏教界の
総本山）
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いるのかということで、そこを中心としてヤンゴンとマンダレーに

あるいくつかの瞑想センターをまわってきました（写真８）。

　非常に面白いと思ったのは、日本の禅宗の僧堂あるいは坐禅堂は

非常に静謐な空間で、坐禅を組む人はかなり厳しい規則に従うわけ

ですが、ミャンマーでは、もちろんここも静謐な空間であることに

は変わりありませんが、疲れたら自由に出入りしてよろしい（写真

９）。それから普通にプラスチックのイスとかもゴロゴロ置いてあ

るんです。子どもや、何か楽にしたい人はそこに座って構わない。

全員が全員、結跏趺坐をしたり、あるいはそれに類するようなきつ

い姿勢をしなくてもいいんだと。とにかく時間があったらやってき

て、そうして人に迷惑を掛けないように座って、そしてそこからま

た立ち去っていく。これが今、世界的に非常に受けているんです。

現代はネット社会ですから、世界のあちこちからネットで申し込み

をして、１カ月とか２カ月とか３カ月とか、ここに瞑想しに来るん

です。この修行法はヴィパッサナーと呼ばれるもので、ヨーガや禅

と共通しています。今後、瞑想という極めて平和的な修行方法が多

文化・多宗教社会に

おいてどのような意

味や役割を持ってい

るのかを検証していきたいと考えています。それから、ミャンマー

民主化のシンボル的な存在であるアウン・サン・スーチーさんの元

コックさんのモエ・リン氏（写真 10）にお会いすることができま

した。彼は通算何年も牢獄の中に居て、その人生を『アップ・ク

ローズ』という本にまとめました。現在、隣国のタイが政治的に不

安定な状態にあるので、相対的にミャンマーが安全だということ

で、旅行者が大挙して訪れていますが、本当の平和はまだまだ先の

ことだと感じられました。

　最後になりますが、2014 年 8 月に渡辺章悟研究員、堀内俊郎研

究助手、それに私の３人でオーストリアを訪れました。第 3 ユニッ

トでは、海外の研究者を東洋大学に招聘したら、その次にはこちら

から向こうへ行って対話をする機会を作ろうということで、できる

だけ実践してきました。インスブルック大学（写真 11）では、「多

文化共生社会に向けて－宗教・思想に何ができるか？」というテー

マで研究集会（写真 12）を開き、以前日本に招聘したソーニーご

夫妻に研究発表をしていただきました。奥様のルイットガード・

ソーニー博士の発表「間文化的な文脈における物語の重要性」は、

仏教に由来する菩薩の物語が、多くの変遷を伴いながらキリスト教

の聖者として受容され、カトリック教会の儀礼の中にも取り入れら

れ、祭日にもなるほど重視されて礼拝されていった事例を提示し、

物語が宗教・文化の垣根を越えることを鮮やかに示してくれまし

た。ジャヤンドラ・ソーニー博士（インスブルック大学講師）は、

「非暴力と間文化的対話におけるその役割」と題して、古典インド

の聖典『チャラカサンヒター』では討論において従うべき決まりを

設けており、また、ジャイナ教では思想における暴力も避けるべき

写真 9：ミャンマー：瞑想センター内部

写真 8：ミャンマー：瞑想センター事務局長と

写真 10：モエ・リン氏（スーチー女史の元コック）

写真 11：オーストリア：インスブルック大学校舎

写真 12：オーストリア：インスブルック大学研究集
会
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とされていることを指摘し、ジャイナ教では討論における行いの決まりが、生活における行いの決まりにまで引き

上げられていることを指摘するという内容でした。インドには複数の哲学学派や宗派がありますが、それらの間で

活発に討論がなされることで学問が発達してきました。あるときには 180 度異なるような学説の対立があったわけ

ですが、そこで殺し合いに至るような戦いはしなかった。なぜならばそこでいろいろなルールを作ってきたからで

す。討論のルールを作って、それを実際の生活レベルの規則にしていく。例えば人を殺すな（不殺生）とか、そう

いうものが基礎になり周知されることで、だから対話をすることが重要なんだという考えが浸透していったわけで

す。ジャイナ教が寛容な宗教であることがよく理解され、多文化共生社会構築のヒントが得られる発表でありまし

た。

　日本側からは、私と渡辺章悟研究員が発表をしました。私は、「ヒンドゥー教における個人と社会」というちょっ

と大きなテーマですが、もともとヒンドゥー教あるいは仏教には共生という考えはほとんど見られず、むしろ個人

の救済が主な関心事である。それが近代になって国際社会に触れるようになって、ボランティアだとかいろんな概

念が出てきて、それを宗教のなかに組み込むようになったというようなお話をしました。それから渡辺先生は慈

悲、あるいは憐れみというお話をしました。

　オーストリアでのもう一つの目的は、ウィーン大学で開催された第 17 回国際仏教学会に参加することでした。

ここでは堀内研究助手が、「『楞伽経』における外教批判―仏教的観点からの多文化共生哲学の構築に向けて」とい

うテーマで発表しました（写真 13）。一神教的な抑圧や征服ではなく、さらには近年はやりの妥協や融和でもなく、

それぞれがそれぞれの場所を保ちながら、他に干渉したり害したり

しないことによる共存、今西錦司のいう「棲み分け」という発想が

共生を考える際に重要なのではないかという。魚が上流や中流に棲

み分けているように、さまざまな考えを持った人々が、「思想的棲

み分け」をすることが大事である。それこそが、『楞伽経』の一節

から学びうる多文化・多宗教の共生の智慧として提示できるのでは

ないか、という趣旨の発表でした。

　これは非常に面白い観点で、私は多文化共生の方法論の一つとい

うのが対話、飽くなき対話で、それが一つだとすれば、その対話が

通じないとき、あるいは対話は通じるけどもやっぱり棲み分けてい

こうよという、これも一つの方法論だと思うんです。そういう意味

でもう少しこれを精査して考えていければいいなというふうに思い

ます。

　最後にひとつ、現地に行かなきゃ分からないということを付け加

えておきます。帰国の日に空港に行こうとしたら４時間半ぐらいの

遅れがあるとわかったので、ウィーン中央墓地に行きました。ここ

はベートーヴェンのお墓だとかがある有名な墓地で、私も 30 年ぐ

らい前に行ったんですが、今回入り口の案内板の一部にちょっとし

た発見をしたんです。ここにはカトリックの墓地のほかに福音派や

ユダヤ教の墓地、さらにはイスラム教徒、それからムスリム系エジ

プト人、モルモン教徒、それから仏教徒の墓地まであるんです（写

真 14、15）。いつ頃からこのように多くの宗教の信者に場所が与え

られ始めたかはわかりませんが、仏教徒の場所を見に行ったら、ま

だそれほど多くの墓石はなかったので、比較的新しく振り分けられ

たのだと思います。ウィーン郊外の墓地でこんな形で大げさに言え

ば多文化共生というのが、あるいは棲み分けといってもいいです

が、行われているんだと、本当に驚きました。私はアジアのほうを

中心に見てきて、多文化共生は非常に難しいなと常々思っていまし

写真 13：オーストリア：国際仏教学会（ウイーン大
学）

写真 14：ウィーン中央墓地

写真 15：ウィーン中央墓地（拡大図）
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たが、ヨーロッパのほうでは実はかなり昔からこういうことに対しては配慮してきたのかなというようなことが

行って初めて分かりました。

　時間がなくなりましたが、国際化とは何をすることなのかということで、それだけ一言お話させていただきま

す。国際化とは、私が考えるに地球的な規模で物事の本質を探り、地球的規模で考えようということです。地球的

規模で物事の本質を把握し、声高のイデオロギーに屈することなく、これは今「イスラーム国」だとかいろんな

人々が言っていますけども、そういうイデオロギー的なものに屈してはいけない。なおかつ哲学のできること、宗

教のできることの限界を見据えて、共に生きることのできる社会を模索すること。これが私の考えている、国際化

とは何をすることなのかということです。

　本日のシンポジウムのテーマは、「国際化とは何をすることなのか」ですが、副題に、「これまでとこれから」と

あります。「これまで」とは、いろんな文化を見たときに、その文化がどうやってできて、どうやって受け継がれ

て、どうやって変わって、そして今どのようになっているのかと、起承転結を分析することです。そして「これか

ら」というのは、これは仏教で言う苦集滅道だと私は思うんです。まず苦に気付くこと、つまり問題点を見つける

ことです。問題点があったら、どうしてそのような問題点があるのか、そしてその問題点に対しては解決方法があ

るんだと、対話だとか棲み分けだとかいろいろな方法で、提言できるならば問題はなくなるだろうと。これを今後

の展望としたいと思います。ちょっと時間が長くなりましたけれども、終わりにさせていただきます。どうもご清

聴ありがとうございました。



29国際哲学研究４号 2015

第３ユニット報告（2）
イラン・イスラームとの対話、および、神仏習合

永井　　晋

　ごく簡単に、これまで何をやってきて、これから何をやりたいのかという話をしたいと思います。今、宮本先生

に少しお話をいただきましたが、イランのシーア派イスラームとの対話ということをやっているわけですが、後で

説明しますように、スンニ派ではなくシーア派だということが非常に重要な点です。まず、なぜイスラームかとい

うことですが、イスラームには非常に強力な共生思想があるのです。イスラームは厳格な一神教であり、アッラー

は唯一の神ですが、この「一」というのが「グローバル」なわけです。しかし単純にグローバルなだけではありま

せん。世界中の様々な文化・民族の差異を、あるいは宗教の差異を全部なくしてしまって、ただ一つの「イスラー

ム国」のようなものを作ろうということではないのです。現在問題になっている「イスラーム国」は実際そういう

ことをやっていますから困るのですが、ああいうもので「これがイスラームだ」というふうに考えてしまうと大き

な間違いになります。これはどういうことかといいますと、「一ということがイコール多だ」という考え方があり

ます。イスラームでも特になぜイランかというと、シーア派の中にそのような非常に強力な議論があるからなので

す。それは、神秘主義的体験に基づいた共生思想であり、イランを代表する神秘主義者でスフラワルディーという

人がいますけれども、彼がそういうことを唱えております。あるいはイブン・アラビーという人がおりますが、彼

はスンニ派ですがスーフィー、神秘主義者です。スーフィズムも非常にシーア派に近いことを考えていて、イブ

ン・アラビーの研究というのはほとんどイランでなされているということです。この二人がイスラーム神秘主義の

恐らく一番大事な二人だと思うのですが、彼らが何を主張しているかというと、「存在一性論」といって、神アッ

ラーはただ一つである。しかし、そのただ一つのアッラーが無数の鏡に映ったかのような世界構造を考えるわけで

す。だから一でありながら多である。日本で分かりやすい仏教の言い方でいうと、「一即多」という、華厳の論理

と全く同じモデルがあるわけです。

　そのような「一即多」の状態、アッラーが唯一だけれども、その唯一というのは無数の多からなっているという

こと、無数の多に映されることによって、多様化することによって一であるということ、これは神秘体験から来て

いる。これがイスラームの一つの考え方だと思うのですが、これはひとつの共生思想です。歴史的にイスラームが

かなりの地域を征服した時期がありますが、キリスト教と違うのは、イスラームもいろいろありますので一概には

言えませんが、征服した所の文化・宗教を破壊しないわけです。それを生かしておく、共生する。なぜかという

と、先に言いましたように、神はアッラー一人しか居ないわけですから、どんな神を崇拝しても、結局はそれを通

してアッラーを崇拝しているということになるわけです。これは強力な共生思想で、ここで問題になるのはアッ

ラー、「一」ということをどう考えるかです。この話になると本当に時間が長くなってしまうのであまり深入りは

しませんが、われわれがイラン・イスラームとの対話の中で考えていることは根本的にはそういうことなのです。

　このような「一即多」的な神秘主義に支えられた共生思想を持っているイラン・イスラームとわれわれはどう

やって対話をしていくかということを手探りでやっているわけですが、これは実際大変なことです。イランも現在

は体制が変わって穏健派になりましたけれども、その前まではアメリカと対立して北朝鮮のような位置にあり、そ

のためにイランというだけで非常に暴力的な、危険なイメージがありました。しかし本当にそうなのか。このよう

な柔軟な共生思想を持ったイスラームととにかく対話をしてみないといけないのではないか。この交流のイラン側

の中心人物はアブドッラヒーム・ギャヴァーヒー先生という方で、この方はイラン革命の後で最初の日本大使に

なった方です。非常に高名な方で、日本で勲章をもらったりなどした方です。彼は、特にアメリカを通さないイス
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ラームを知ってほしいと、日本でそういう話をされています。既にわれわれは 2 回会議をやりましたが、1 回目を

東洋大学でやったときも、2 回目をテヘランでやったときも、ギャヴァーヒー先生の話はそういうことでした。イ

スラームと神道の比較をしたりなどして、欧米の目を通さないイスラーム、そのイスラームが持っている平和な共

生思想、これを日本人に知ってもらいたいということで、こちらもそれに答えようとしています。非常に難しい作

業ですから、少しずつ対話を重ねていってそのようなイスラームの共生思想とわれわれの実体験をすり合わせてい

く、そういうことをやっている段階です。

　まず 2012 年の 11 月に東洋大学で行った第 1 回のシンポジウムです。全体のタイトルは「共生の哲学に向けて─

イラン・イスラームとの対話─」。イラン・イスラームとの対話、もう少し細かく言うとシーア派です。この第 1

回のシンポジウムで、今言いましたギャヴァーヒーさんが「イスラームと神道の対話：文化的相互理解と協力のた

めの礎」という話をされましたが、彼は日本大使をやり、政治の世界にずっと居る人ですから、かなり実際的な話

でした。このシンポジウムでは 4 人のイランの方々をお呼びして、日本人の研究者がそれぞれにコメントを付ける

という形でプログラムを組んだのですが、2 番目の森瑞枝さんという方、これは専修大学と国学院大学で非常勤を

されている、神道・国学の専門家で「本居宣長の「漢意」批判」ということをなさいました。ギャヴァーヒーさん

の神道理解はそれほど深くないので、この二人の議論はあまりかみ合いませんでしたが、その次のフェイラーヒー

先生というテヘラン大学准教授、この方はシーア派の僧侶ですから、1 回目のシンポジウムの一つの目玉でした。

最初の予定では、アーヤトッラというイスラーム・シーア派の最高指導者のうちの 1 人が来るはずだったのです

が、直前でキャンセルされて来られませんでした。超大物は来ませんでしたが僧侶で神学者のダヴード・フェイ

ラーヒー先生が来られて「現代イスラーム：御言葉と学問の間」という話をされました。これは神の言葉と歴史上

のイスラーム共同体を支配する法学との間の関係についてです。神秘主義と法学というのは非常に密接な関係にあ

りますから、その辺について非常に細かくイスラームの法について話をしていただきました。それに対するコメン

トとして井筒俊彦先生のお弟子さんである黒田壽郎先生が「イスラームと共存の可能性：仏教との比較の観点か

ら」という話をされました。これは現在のグローバル民主主義、欧米式のグローバル民主主義に対してイスラーム

から一つの提言を行ったもので、仏教も視野に収めて、欧米とは違うモデルを提示したものです。次のビジャン・

アブドルカリミー先生、この方はイラン・イスラーム自由大学准教授です。この方はハイデガー研究者ですが、

「比較哲学の重要性と必要性」という話をされ、これもハイデガー

とイスラームを比較しながら比較哲学の新しい形態を出したもので

す。東京大学の鎌田繁先生がそれに答えられて大体同じテーマで話

をされました。それからハサン・セイエド・アラブ先生、この方

は、Encyclopedia Islamica というテヘランの図書館の主任をされ

ている方で、コルバンとスフラワルディーの関係について話されま

した。先に触れましたスフラワルディー、イランのシーア派神秘主

義の一番重要な人、これとフランスのイスラーム学者であり哲学者

であるアンリ・コルバンの関係です。コルバンというのはハイデ

ガーとシーア派の神秘主義を使って一つの新しい考え方を出した人

ですから、彼の現代の哲学と中世のスフラワルディーのイスラーム

神秘主義との対話が主題になりました。それに対して東京大学の小

野純一さんがスフラワルディーの現象学的な解読をされました。そ

してもう一回アブドルカリミー先生がハイデガーとコルバンの関係

を話され、私がそれに対するコメントとしてコルバンの現象学につ

いて話をしました。これ（写真１）が 1 回目のシンポジウムの内容

になります（成果は『国際哲学研究』別冊 3 に収録）。これがその

ときの写真で、最後の総合討論のところです。

　そしてこれ（写真２）が第 2 回目になります。これは去年の 11

月にわれわれのほうでテヘランに行って行いました。これはイラ

写真 1：国際シンポジウム「共生の哲学に向けて－イ
スラームとの対話－」総合討論（2012 年 11 月）

写真 2：イラン研究集会（於 Academy Science、テ
ヘラン）（2013 年 11 月）
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ン・アカデミーサイエンスというイランの学問の一つの中心になっている非常に重要な所なのですが、ここで会議

をやりました。最初のあいさつがあり、次いでアカデミー・サイエンスの所長であるアルダカニ博士がイランで歴

史的に西洋哲学がどのように受容されたかというテーマで話されましたが、ほとんどされなかった、あるいは極め

て遅れて受容されたということです。ペルシャは世界の中心なので西洋哲学など必要ないということでなかなか受

容されなかったという、われわれにとってはなかなか驚くべき話でした。そしてアーワーニー先生、この方は井筒

俊彦先生のお弟子さんで、イランのイスラームの歴史、哲学の歴史をたどりながら、これも比較哲学のようなお話

でした。それから私が西田幾多郎の話をし、ギャワーヒー先生がもう一回文化の共生について話され、それから堀

内俊郎研究助手が「初期仏典に学ぶ共生の知恵」というタイトルで初期仏典から共生思想を取り出すということを

されました。閉会の辞だけダーマードさんというシーア派のアーヤトッラが述べられましたが、彼は前回直前に

キャンセルした方で、今年（2014 年）の 12 月に行われる第 3 回のシンポジウム（12 月 13 日、国際シンポジウム

「共生の哲学に向けて：イラン・イスラームとの対話─井筒俊彦の共生哲学─」）には来る予定だったのですが、ま

た残念ながら来られなくなりました。

　少し写真を見て頂きます。Encyclopedia Islamica という図書館です（写真３）。東洋大学の図書館と交流したい、

大量の本を寄贈すると言っており、まだ実現していませんが、そのような可能性があります。これ（写真４）はボ

ジュヌールディー先生とムシュタバイー（Mujtabai）博士です。ボ

ジュヌールディー先生は 12 月に来日される予定ですが（体調の都

合でキャンセルとなった）、このお二方も井筒先生の薫陶を受けら

れた方々です。さらに、シンポジウムと並ぶわれわれの今回のもう

ひとつの大きな目的が、ダルーシュ・シャイェガン（Dariush 

Shayegan）先生という哲学者、思想家の家を訪問することでした

（写真５）。彼は日本ではほとんど知られていませんが、イランとフ

ランスでは非常に有名な思想家です。イランでもたいへん尊敬され

ている。現代イランの、革命前の西洋社会と革命後のイスラーム体

制とのある種の「共生」として面白かったのは、シャイェガン先生

は完全にパーレビ時代のタイプの知識人です。西洋式の素晴らしい

家に住んでおられ、西洋時代は良かったというわけです。しかし実

際にテヘランに行ってみると完全に西洋社会です。イスラーム革命

で何が起こったのか分からないぐらいの西洋社会で、パーレビ時代

の空気が濃厚に残っている。そしてシャイェガン先生のような方が

まだテヘランに居られ、彼は革命後のイデオロギーには全く興味が

ないヨーロッパ式の知識人です。ずっとフランスで教育を受けて、

パリとテヘランを行き来している西洋型の知識人の典型のような人

です。ちなみに、今回のイラン訪問の後に私だけ数日残り、元テヘ

ラン大学教授でハイデガー研究者であるエフサン・シャリーア

ティーさんという方（2014 年 12 月のシンポジウムに招聘した）に

会って話をしたのですが、彼の父親はイラン革命の代表的なイデオ

ローグで、何らかの理由で暗殺された、イランではたいへん有名な

方です。彼のような革命派の知識人が反革命派のシャイェガン先生

と同じテヘランでごく自然に ｢共生｣ していることに、イランの奥

深さというか、共生思想を目の当たりにしたような気がいたしまし

た。

　その後、ペルセポリスやヤズドという所に行きまして、ヤズドで

はゾロアスター教の寺院を訪ねました（写真６）。ゾロアスター教

もイスラーム・シーア派とある種の共生関係にあり、シーア派の中
写真 5：シャイェガン（Dariush Shayegan）博士と
の会談（2013 年 10 月）

　写真 4：Bojnurdi 博士と Mujtabai 博士との会談
　（2013 年 11 月）

写真3：Encyclopedia Islamica（2013年11月）
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で、地位は低いながらも生き残っているということです。ゾロアス

ター教は拝火教とも言われるように火を拝みますが、この寺院の火

は 12 世紀からずっと絶えることなく燃やし続けられているという

ことで、これが一種のご神体のようなものになっています。最後

に、これ（写真７）はアルメニア教会です。アルメニアのキリスト

教はマイノリティーですが非常に優秀な技術者がたくさん居り、彼

らが技術を提供する代わりにイランが彼らの宗教を保護したという

ことです。エルサレムにもアルメニア派教会はありますが、それよ

りも規模が大きく、非常に特殊で興味深いものでした。これもイス

ラームの社会の中でそれなりに認められていおり、イスラーム的共

生の一つではないかと思います。

　われわれのもう一つの活動について次にお話しします。これはイ

ランとは関係ないのですが、先ほど宮本久義先生もおっしゃった

「土着」ということに関係します。日本において「土着」から「共

生」を考えるときにわれわれが考えたのは「神仏習合」ということ

です。まさしく先のゾロアスターとイスラーム・シーア派との関係

と同じようなものとして、日本には神仏習合があります。これを共

生思想としてきちんと考えてみようということで専門家を 3 人お招

きしてお話を伺いました。最初は早稲田大学非常勤講師の門屋温先

生で、この方は神道研究の若手のホープです。非常に優秀な方で、

「神仏習合が神道を再生する」と考えておられます。次に鎌田東二

先生、この方は多方面で非常に有名な方です。現在京都大学の ｢こ

ころの未来センター｣ というところに居られ、『神と仏の出逢う国』

という著書に代表される独自の神仏習合を現代の思想として考えて

おられます。それから日文研（国際日本文化研究センター）の末木

文美士先生ですが、彼はまさに神仏習合を哲学的に考えたいという

ことでずっと研究しておられますから、その話をしていただきまし

た。これ（写真８）がその様子です。かなり盛況で非常に面白い議

論ができたのですが、いわゆる専門的な議論というよりも一般の人

が分かるような非常に分かりやすい言葉で、しかも深い内容で話し

ていただき、大変いい会だったと思います。

　今後の計画としては、イランとの交流を軸にして今お話ししたようなことを継続し、対話を深めてゆくことを考

えております。

写真 8：シンポジウム「共生思想としての神仏習合」
（2013 年 12 月）

写真 7：アルメニア人教会（ヴァーンク教会、於イス
ファハーン）（2013 年 11 月）

写真6：ヤズドのゾロアスター教会（2013年11月）



33

第１ユニット：日本哲学の再構築に向けた
基盤的研究

東洋大学・東国大学校仏教大学共催　秋季セミナー

（2014 年 11 月 6 日開催）
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近代日本の仏教界と井上円了

竹村　牧男

１．明治初期の日本仏教界の状況

　日本の仏教諸宗は、江戸時代、幕府による本末制度の強化により、自由な布教に制約を受け、かつ寺請制度（檀

家制度）の推進により、布教活動への活力を失っていった。さらに幕末から明治にかけて、廃仏毀釈の運動が各地

で起こり、「諸藩の廃仏策は、寺院の破却・廃絶、僧侶の還俗、仏教的行事の禁止などに及び、没収した寺院領を

軍事費にあてたり、梵鐘を鋳つぶして兵器に作ったり、石仏を打ちこわして河川の水よけに用いたりする例も見ら

れた」（文化庁編『明治以降宗教制度百年史』、原書房、1983 年、151 ～ 152 頁）。特に明治初年の「神仏判然の令」

によってこのことがより一層はげしくなり、仏教界の打撃は大きかった。たとえば「興福寺では、僧侶は全員、春

日大社の神官にさせられ、堂塔・伽藍は残ったが、諸堂はことごとく破壊され、五重塔は売りに出される」という

始末であった（太田保世『日本の屈折点――明治維新の苛烈な廃仏毀釈の謎』、ごま書房、2007 年、９頁）。ただ

し、この「神仏判然の令」は、本来は神社における仏教的要素の払拭をねらったもので、けっして仏教弾圧を意図

したものではなかった。

　さらに、戸籍法公布、葬儀の自由化、僧侶の教導職への任用等がなされ、しかも西欧各国の来襲とともに明治政

府は極端な欧化政策を推進したことから伝統的な仏教思想は省みられなくなり、仏教界は沈滞への一途を辿ること

になる。日本では、豊臣秀吉のバテレン追放令（1587）以来、江戸時代を通じてもキリスト教の禁止政策が一貫し

て取られた。慶応４年（明治元年、1868）３月、「五榜の高札」が掲げられたその第三札に、「切支丹邪宗門の厳

禁」が謳われており、明治新政府もこの姿勢を引き継いでいった。しかし諸外国の圧力に抗することができず、明

治６年（1873）にはこの高札を降ろさざるをえなくなり、その後はなしくずし的にキリスト教の伝道が普及し、旧

態依然の仏教界はそうした時代の中で息をひそめるだけであった。

　井上円了（1858 ～ 1919）は、当時の仏教界の状況について、次のように語っている。

	 　「そ（仏教学者の学識なく名誉のみ求める不可解な行動）のほか、普通の僧侶は多く木魚を鳴らして伽藍を守

り、死人を迎えて引導を渡すのほかに、なんらの能もなければ芸もなく、お経の棒読一事をもって自己の糊口よ

り堂宇の修繕に至るまで、一切の経費を支弁せんとす。……ここにおいて百方工夫の末、檀家の機嫌を取りて、

一文たりとも受納をふやさんことをつとむるに至り、僧侶の見識と品格とは、お経の値段とともに日に増し下落

するは、勢いの免るべからざるところなり。」（「仏教改革私見（釈尊降誕会に列していささか所感を述ぶ）」、『甫

水論集』、『井上円了選集』第 25 巻、学校法人東洋大学、138 頁）

　このような状況から、円了は「従来わが国の宗教は六百年の昔、鎌倉時代において革新を唱うる者前後相接して

起こり、一時大いに活気を発揚したりしも、その後、足利および徳川治世の間ひとり外観を装うのみにて、内部の

精神はほとんど死滅に帰したるがごときありさまなり」（同前、143 頁）と断じ、「仏教界今日の光景は、あたかも

三冬霜枯の季節のごとく、満目荒涼たるありさまにして、昔日百花爛漫の勢いは旧夢に属し、また見るべからざる

もののごとし」（同前、137 頁）と慨嘆するほどであった。

　その明治初期の時代に少年時代を送った円了は、当初、寺院の出身であるにもかかわらず、仏教に対して懐疑的

ですらあった。むしろ「これを非真理なりと信じ、誹謗排斥する事、亳も常人の見るところに異ならず」（『仏教活

東洋大学・東国大学校仏教大学共催　秋季セミナー
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論序論』、『井上円了選集』第３巻、336 頁）というありさまであった。円了は、自らの少年時代の仏教への見方に

ついて、次のように語っている。「余はもと仏家に生れ、仏門に長ぜしをもって、維新以前よりまったく仏教の教

育を受けたりといえども、余が心、ひそかに仏教の真理にあらざるやを疑い、頭を円にし数珠を手にして世人と相

対するは一身の恥辱と思い、日夜早くその門より去りて世間に出でん事を渇望してやまざりしが、たまたま大政維

新に際し、一大変動を宗教の上に与え、廃仏毀釈の論、ようやく実際に行わるるを見るに及んで、たちまち僧衣を

脱して学を世間に求む。」（同前）

２．円了における哲学と仏教

　しかし円了はやがて東京大学で西洋哲学を学び、ヘーゲルの思想を高く評価するとともに、その立場から仏教を

見直して、仏教の優れた点を改めて深く認識することになる。このことは、次のように述べられている。

	 　「すでに哲学界内に真理の明月を発見して、さらに顧みて他の旧来の諸教を見るに、耶蘇教の真理にあらざる

こといよいよ明らかにして、儒教の真理にあらざることまた容易（たやす）く証することを得たり。ひとり仏教

に至りては、その説、大いに哲理に合するを見る。余、ここに於て再び仏典を閲し、ますますその説の真なるを

知り、手を拍して喝采して曰く、何ぞ知らん、欧州数千年来、実究して得たる所の真理、早くすでに東洋三千年

前の太古にありて備わるを。……これ実に明治十八年の事なり。これを余が仏教改良の紀年とす。」（同前、337

頁）

　では、円了は西洋の哲学のどこに真理を見出したのであろうか。円了はカント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲ

ルとドイツ哲学が深まっていく様子を描写しつつ、最終的に次のように判断している。

	 　「故にヘーゲル氏は相対の外に絶対を立てずして、相対の体すなわち絶対なりとす。他語をもってこれをいえ

ば、氏の説、相対と絶対とは全く相離れたるものにあらずして、互いに相結合して存し、絶対の範囲中に相対の

あるゆえんを論定して、相対中にありてよく絶対のいかんを知り得べきものと立つるなり。この絶対の全体を理

想と名付け、その体中含有するところの物心両界を開発するもの、これを理想の進化という。……ドイツ哲学こ

こに至りて始めて大成すというべし。」（『哲学要領』（前編）、『井上円了選集』第１巻、144 ～ 145 頁）

　このように、いわば相対即絶対・絶対即相対の思想に、ドイツ哲学の最高峰を見たのである。では、そのことと

仏教はどのように関わるのであろうか。円了の次の説は、哲学と仏教の対応関係を巧みに指摘している。

	 　「つぎに大乗唯識の森羅の諸法、唯識所変と立つるは西洋哲学中の唯心論に似たり。その第八識すなわち阿頼

耶識はカント氏の自覚心、またはフィヒテ氏の絶対主観に類す。つぎに般若の諸法皆空を論ずるは西洋哲学中、

物心二者を空ずる虚無学派に似たり。つぎに天台の真如縁起は、西洋哲学中の論理学派すなわち理想学派に似た

り。その宗立つるところの万法是真如、真如是万法というは、ヘーゲル氏の現象是無象、無象是現象と論ずると

ころに同じ。起信論の一心より二門の分かるるゆえんは、シェリング氏の絶対より相対の分かるる論に等し。そ

のいわゆる真如はスピノザ氏の本質、シェリング氏の絶対、ヘーゲル氏の理想に類するなり。」（同前、104 頁）

　こうして円了は、西洋哲学の最高の思想が、天台の真如縁起説や華厳の法界縁起説に同等であると了解し、仏教

は哲学に勝るとも劣らない思想を有する貴重なものであると考えるのであった。なお、円了の哲学と仏教への見方

については、拙稿「井上円了の哲学について」（『国際井上円了研究』第１号、国際井上円了学会、2013 年３月）

を参照されたい。
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３．円了の仏教復興運動

　円了はこの立場から、俄然、仏教の擁護に努めていく。まずは、キリスト教の虚妄性を論じ、一方、仏教は思想

的にきわめて優れたものであることを論じた。『真理金針』や『仏教活論』等はその論陣である。これらの書物に

よって、「世人は、仏教の哲理は決して西洋の哲学や宗教に劣るものではないことを知り、仏教徒は初めて自家の

宝蔵に気づき、大いに活気を呈した」（平野威馬雄『伝円了』、草風社、1974 年、101 ～ 102 頁）のである。

　また、円了は教育活動に挺身するのであったが、それは実は仏教僧の再教育をも目的とするものであった。円了

は、大学時代から学校設立の願いを抱いていたようであり、その後、東大の後輩である棚橋一郎（哲学館では倫理

学を担当した）に対し、哲学館においては哲学の普及を目的とすると同時に、さらに「僧侶が地獄極楽ということ

にこだわっていて、本当の僧侶学をやっていない。彼らに哲学思想を与えてやれば、きっと社会の利益につながる

と思う」と語ったという（『井上円了の教育理念』、学校法人東洋大学、24 頁）。哲学教育を通じて民衆の知力を開

発しようとしたのみならず、哲学教育を僧侶に対しても用いて、沈滞していた仏教界を活性化させようと願ってい

たことがわかる。

　しかも円了は、僧侶を教育者に仕立てることを考えていた。江戸時代には、学問教育の分野は仏教界が一応、掌

握していたが、明治になって僧侶らが教育事業に携わることができなくなってきて、そこに仏教衰退の一因がある

と考えたのである。「そこで、仏教家が教育家を兼務できるようにすれば、仏教の勢力を回復することにもつなが

る。そのためにはまず仏教家の学識を中等以上のレベルに高める必要があり、これを哲学館の急務とみなした」の

である（同前、76 頁）。このことは、明治 22 年 11 月 13 日の、哲学館校舎の移転（麟祥院から蓬莱町へ）式での

演説の中の、第１回目の海外視察をふまえた哲学館改良の４項目の一つに、「第四：世の宗教者、教育者を一変し

て言行一致、名実相応の人となすこと」を掲げていること（同前、56 頁）や、明治 36 年 9 月に、第二回目の世界

視察後かつ哲学館事件後の教育方針を打ち出した「広く同胞諸子に告ぐ」（『東洋哲学』10 輯第９号、115 ～ 120

頁）等からも知られるところである。

　ところで、明治 19 年（1886）ころから、諸外国との間で、「外国人の内地居住・動産不動産等の権利を日本国民

と同等にすること」が大きな問題となってきた。円了は、明治 22 年の海外視察より帰国後の頃には、故郷の実家

の寺に一度は帰省するようにと促す父に対して手紙を書き、今、いかに仏教が危機的状況にあるかをるる説明して

いる。すなわち、同年の憲法の発布によりキリスト教の伝道は自由となった、社寺局は廃止・寺院の墓地取払い・

寺院の境内地取上げ・本山管長の廃止・住職僧侶の名義の廃止は間近である、内地雑居の公許によりキリスト教は

大勢力を得、仏教は廃滅に至るであろう、国会に宣教師は出席権を有するも僧侶は出席できない、等をあげてい

る。自分はその状況に対し、仏教の復興に全霊をかけるということを手紙に切々と書くのである。

	 　「今や日本全国の仏灯まさに滅せんとするの時なり。今や仏教総体のために生死を決せざるをえざる危急存亡

の秋なり。この憲法国会の期は、万世の国基の立つ所にして、今にして仏教下風に立つときは、万世輓回する見

込みこれ無く候。実に危急の時なり、九死に一生の日なり、一カ寺、一住職のために汲々するの時にあらず、一

地方、一部落のために奔走すべき時にあらず。私儀はこの仏教総体の存廃に付き、多年苦心罷り在り、今や九死

一生の危急に相い迫り候らえば、必死の勢いにして、せめて来年国会前に何とか仏教護持の一方相立てたく、一

人にてその途に当たり、昼夜心痛これ有り候。もし国会後に至り候はば、とても仏教輓回の策とてはこれ無く候

につき、この頃よりその振起法を立案いたし居り、明後日、芝・青松寺に於て各宗管長代理相い集め協議に附

し、来月上旬には総管長の会議を開き、再応協議に及び候。」（明治 22 年８月 28 日付井上円悟宛書簡。『東洋大

学百年史』資料編Ⅰ・上、学校法人東洋大学、1887 年、50 ～ 51 頁）

　続いて、政府へ建白書を出す決意を語り、狂人とのそしりを厭わないと訴えている。こうして円了は、必死の思

いで仏教界の復権に邁進するのである。この間のことについて、平野威馬雄は「仏教公認運動のリーダーとなって

陣頭に立った円了は、その年の秋には京都の各宗本山を歴訪し、各宗本山では団結してその実現に協力することに

同意した。つまり、「仏教を公認せよ」という建白書を内務省に提出しようという議なのである。帰京後ふたたび
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東京の各宗寺院をまわって諒解を得、各宗連合を結成した。そこで愛宕下青松寺に各宗の管長と会合し、いよいよ

本格的な運動を展開することになった。事務所は浅草伝法院に置き、天台宗の村田寂順、日蓮宗本成寺派の古谷日

新が委員となり、請願書は大内青巒が執筆して、各宗の印をとり、提出のてはずがととのった」と記している（平

野威馬雄『伝円了』、草風社、1974 年、100 ～ 101 頁。なお、前掲傾書簡参照）。

　しかしこのとき、内務省から、請願書の内容に関しては、近い将来実現の可能性があるから、その運動は中止す

るようにと要請され、結局、この請願書は提出されなかったという。しかしこのことを機に、その後も各宗は、政

府高官に、信教の自由の意味、仏教の公認教たるべきことを説き続けていった。仏教の各宗連合の動きに関して

は、以下の記述も見られる。「早いものとしては、二十三年六月、築地本願寺別院において各宗管長会議が開かれ、

各宗協会を設置し、社会の調和、貧民の救助、教育の普及、殖産興業の奨励、各宗綱要の編集・翻訳などがはから

れた。そのさい、仏教慈善会も設立された。各宗協会は、それから毎年、開催され、諸宗の連合運動の柱となって

いった」（『明治以降宗教制度百年史』、162 頁）。こうして、円了の懸命な活動によって、瀕死の状況にあった仏教

界は生命を吹き返し、活気を帯びて来たのである。この結果、「日本人の海外発展にともなって、朝鮮、中国大陸、

ハワイ、北米に布教線をひらこうとする新路線を見出した」のでもあった（『伝円了』、100 ～ 101 頁）。このよう

に、円了の指導によって仏教界は命脈を保ちえ、のちには新仏教運動なども起きてくるのである。円了自身は、寺

を捨てた。しかし一寺院を捨てつつ、何万という寺院を救ったといっても過言ではないほどである。

４．円了の仏教改革への視点

　また、円了は各宗協同を求めるのみでなく仏教界に対して、各宗ともに根本からその教義を建て直し、かつ厭世

教の評判をくつがえして、現実社会を指導できるよう、改良すべきであることを訴えた。円了には、「明治以前は

わが国における鎖港攘夷の時代にして、今日は万国交通時代なるのみならず、内には外国と雑居し、外には列国と

競争せざるを得ざる時代なり。僅々三十年間の歴史において、国家の形勢、上のごとき一大変遷の進行せるにもか

かわらず、宗教ひとり旧観を存するは、だれかこれを怪しまざるものあらんや」（「仏教改革私見」、143 頁）との

思いがあった。当時の仏教界では、新しい方針として、僧服改良や肉食妻帯、各宗合同や海外宣教、内地雑居の準

備、国教請願などを打ち出されたりしているが、そのすべてについて「その着眼するところの狭きは、局外者の大

いに笑うところなり。……」（同前、135 ～ 136 頁）とも述べている。そして、外国人の内地雑居問題に対しては、

次のように説くのである。

　「第三、世間、出世間の両全を期するは、これまた肝要なり。仏教の弊は世の無常を説きて、なるべく人をして

厭世的ならしむるにあり。……往々死後冥土のことのみを説くが故に、世間は仏教を目して厭世教とし、世間に立

ちて一事業を成さんと欲するものには、仏教は一大障害物にして、富国強兵、殖産興業には一大邪魔物なり。……

これ畢竟、従来の仏教家が出世間的出離解脱の一道を説きて、世間道を説かざりしが故に、ついに世人をして仏教

を誤解せしむるに至りしなり。よって、今日以後は世間道を表にし、出世間道を裏にし、二者の両全を本として、

仏教の弘通に力をつくさざるべからず。……」（「内地雑居に対する教育家、宗教家および実業家の覚悟」『甫水論

集』『井上円了選集』第 25 巻、100 頁）このように、円了は仏教そのものを、世間を益するものに変えなければい

けない、それが根本問題であるとするのである。

　なお、明治 25 年１月、東京・京都の学生を中心として大日本仏教青年会が設立され、釈迦降誕会や夏期講習会

が催された。講習会には、有名仏教学者たちが講師として招かれた。これがきっかけとなって、全国の諸地域に学

生を中心として仏教青年会が設けられていく。このいつの時かの講習会に円了が招かれたのであろう、このとき次

のように説いている。

	 　「そもそも大聖釈迦牟尼仏は、ひとたび摩耶夫人の体内に宿りしより、沙羅双樹の間に円寂を示せしまではも

ちろん、その遺教の今日に伝わりて、四億五億の生霊が随喜追慕してやまざるありさまを考うるに、宇宙の一大

精神が発動開現して、この大覚者を降誕せしめたるやの感なきにあらず。ゆえに、余は釈迦仏の本地は決して三

千年古の悉多太子にあらずして、久遠劫来の覚者、無始以来の仏なるを信ず。…（釈尊の一生）…これ、あに宇
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宙の大勢力の活動発現にあらずしてなんぞや。

	 　余が釈迦牟尼を仰ぎて、大聖と称し大覚者と呼び、「天上天下唯我独尊」と賛嘆するは、全くこの大精神の発

動にあり。けだし、その門を出でて生死を観ずるや、あまねく一切衆生を済度せんとする無二の大願と、無限の

大悲との一心、にわかに内に動きて制せんと欲するも制すべからず、とどまらんと欲するもとどまるべからざり

しは明らかなり。すなわちその一心たるや、自己の一心にあらずして無我の一心なり、相対の一心にあらずして

絶対の一心なり、有限の一心にあらずして無限の一心なり。換言すれば、無始以来この大宇宙が懐抱しきたれる

至高至大の精神が、忽然として釈迦牟尼の心底をわき出でたるものなるを信ず。」（「仏教改革私見」、139 ～ 140

頁）

　このように、釈尊の根本に無二の大願と無限の大悲、至高・至大の精神が存在しているのだとし、今日の仏教は

それこそを具現すべきことを訴えている。そして次のようにも説くのである。

	 　「換言すれば、旧来の厭世的宗風を一変して、進取的宗風を発揮するの謂なり、形式的の宗教を一変して、精

神的宗教を喚起するの謂なり。禅宗は禅宗のままにて可なり、浄土宗は浄土宗のままにて可なり。天台、真言は

天台、真言としてこれを存し、真宗、日蓮はまたやはり真宗、日蓮としてこれを伝えて可なり。ただ、各宗がそ

の体内に包有せる精神を外に開発して、一大活気を振起するをもって足れりとす。」（同前、143 頁）

　さらに、円了は浄土真宗の寺院の出身であったが、死後の浄土往生を望むのみの仏教より、この地上の社会の改

革に取り組もうとする日蓮宗を高く評価するほどであった。「……今日世間一般に仏教を目して厭世教となし死後

教となせるに対して、そのしからざるゆえんを示すには、主として日蓮宗諸師に、その宗意教理を広く世間に開示

せられんことを望まんとす」（「将来の仏教につきて日蓮宗諸師に望む」、『甫水論集』、『井上円了選集』第 25 巻、

302 頁）というのである。さらに、このことについて、次のように説いている。

	 　「余案ずるに、日蓮宗の長所は、現世を本とし世間を目的とするにあり。……今後の仏教は世間門を先として

出世間門を後にし、俗諦門を表にして真諦門を裏にせざるべからず。日蓮宗のごときは、すでに厭世教にあらず

して世間教なれば、この際さらに進みて国際の競争に加わり、あくまで国家を円満ならしむることを目的とすべ

し。他の宗派も、永くこの国に栄えんと欲せば、必ずこの方針を取らざるべからず。しからずんば、僧侶は世間

の廃物視せられ、寺院は無用視せらるるに至るは必然の勢いなり。しかりしこうして、余は日蓮宗に向かいて、

今後の仏教改良の先鞭をつけられんことを望む。その方針たるや、世間的、競争的、有為的、進取的ならざるべ

からず。かくして、仏教は厭世教なり、僧侶は墓番なり、寺院は葬式取扱所なりとの妄評を説破せざるべから

ず。」（同前、303 頁）

　なお、日蓮宗に対しては、「爾後、日蓮宗と他宗との間は、開港通商的精神を持って相交わり、互いに彼が長を

取りて己の短を補い、もって宗派の統一と教理の円満を祈らざるべからず」と述べ、その排他的性格を克服するよ

う、訴えている。

まとめ

　円了の立場は、時代の制約もあって確かに国家主義的な面が否定出来ない。仏教界の反応として、明治初期は排

耶護法を主とするものであったが、明治 20 年代になると、それが排耶護国を訴えるように変わっていった。それ

には、外国人の権利問題の交渉などが、関わっていたのであろう。円了の護国思想の背景には、そうした全体的な

社会の事情もあった。もちろん今ではその正当性も吟味しなければならないが、しかし円了が当時において力説し

た、「仏教は現実社会に深く関わるべきだ」「仏教は世間的、競争的、有為的、進取的になるべきだ」とする主張
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は、今日の日本仏教にとってなお重要な課題である。なお、この円了の思想が、当時の仏教界にどのように影響を

与えたかについては、改めて調査してみたいと思う。

　現在、仏教諸宗は、それなりに一定の地歩を日本の社会の中に占めることができているが、その淵源は、井上円

了が、当時の各宗管長を組織統合して、仏教界の復権に立ち向かわせたことにあるといって過言ではない。その意

味で、円了は今日の日本の仏教界にとって、きわめて大きな存在であったのであり、仏教界はけっして忘れてはな

らない存在であると言うべきである。我々は、仏教の哲学を深く究明し、その立場から現実社会の改革に参画する

仏教を構想した円了の志を汲み、今後もその実現をさらに追求すべきである。
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近代期韓日比丘尼の存在様相に対する試論的考察
─宗制の変遷を中心として─

姜文善（慧謜）

＜目次＞ 
Ⅰ．序言

Ⅱ．近現代期韓国仏教界の宗制変化

　１．「朝鮮仏教禅教両宗」（1929）から「朝鮮佛教教憲｣（1946）へ

　２．「曹溪宗」（1955）から「大韓仏教曹溪宗」（1962）へ

Ⅲ．近現代期韓国比丘尼の様相

　１．近現代期宗制と鄭守玉和尚の批判

　２．淨化期以降の比丘尼の地位

Ⅳ．近現代期日本曹洞宗の宗制と尼僧

　１．明治維新以降の教団の宗制変化

　２．教団での尼僧の地位向上

Ⅴ．結語

Ⅰ．序言

　1876 年に韓日通商条約（江華島条約）が締結された後、日本仏教が上陸し、日蓮宗僧侶の佐野前勵は韓国僧侶

の都城出入禁止処置を知り、入京して各大臣と大院君にまで訪問し入城解禁（1895）を実現させる。以降、日本帝

国時代（1910-1945）に入り、近代期朝鮮仏教界は、既存の山中仏教より都市仏教への転換の契機となり、朝鮮仏

教の正体性を探しながら、仏教近代化を推進していく代案と実行方案を準備する。

　本稿は、このような近代期を中心として現代にいたるまでの各宗憲に現れた「僧侶法」での僧侶分限などの法令

の変遷によって、教団での比丘尼の地位と権利などを考察するものである。このような論議の一環として、近代期

禅・教を修学した鄭守玉和尚の日本「内地仏教見学記」を通して、当時の教団の制度的実相を究明し、また浄化期

以降の宗団改革にいたるまでの比丘尼の地位と権利確保に対する当時比丘側の認識を、宗団法令と先行研究資料を

通じて照明していきたい。

　近代期（1868-1944）の日本仏教教団は、明治維新の‘廃仏毀釈’と仏教改革に対抗し新しい宗制を構築した。

従って、日本の各宗派の中で曹洞宗の宗制変遷と尼僧の曹洞宗教団での資格と地位確保などを見て、韓日教団の宗

制と比丘尼の存在様相を比較し考察し、現代の韓国比丘尼の修行教育を通した社会的役割と宗団内での位相を模索

していきたい。このような論究は、仏教宗団の制度が‘仏法’に相応した僧伽の構造を均等の体制としての宗制で

あるかを再考してみる契機になると考える。

Ⅱ．近現代期韓国仏教界の宗制変化

　１．「朝鮮仏教禅教両宗」（1929）から「朝鮮仏教教憲｣（1946）へ
　近代仏教史において合法的に創設、運営された歴史性がある宗団は、1941 年 4 月に出帆した「朝鮮仏教曹溪宗」

東洋大学・東国大学校仏教大学共催　秋季セミナー

第１ユニット：日本哲学の再構築に向けた基盤的研究
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である。しかし、この宗団の淵源は、覚皇寺で開会された「朝鮮仏教禅教両宗」（以下禅教両宗と略称）僧侶大会

（1929.1）より始まる。 

　まず「禅教両宗」の法令の中で、＜僧侶法＞制定を見てみよう。「朝鮮仏教禅教両宗第２回宗会会録」＜僧侶

法＞（9 章 38 条で構成）で、 

 

＊得度の資格、行解：得度者は、沙弥（尼）戒を受持する。修学は、宗乗の要旨を必修。僧侶が法臘５年以上にな

ると、禅院で３夏以上を修禅しかければならぬ。

＊称号と法階：

称号
 沙弥（得度）、

 学人（大戒稟受）
 大師

（大選法階を受けた者）
宗師 大宗師

等級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級

法階 大選 中徳 禅徳、大徳 大禅師、 大教師 大宗師

＊衣制：僧侶の法衣、地質、色別、形式などを定める。（沙弥と学人は同一である。）重要法式の時には大依を必着

し、講演その他の執務の時には絡子のみを纏う。禅徳または大徳以上の法階を持つ者は、毘盧冠を着用する。

＊教育法：教育は三学を專修し、一般的学術を兼修して人器を養成する。宗乘の必修は拈頌と華厳経である。

＊教育機関：禅院（参禅）、講院（宗乘と余剰を教授）、専門学校（僧侶及び一般人に仏教学及び高等学術を教授）、

研究院（講院及び専門学校卒業者が、仏教教学の奥義を研究する最高学部）である。また、宗立学校管理規則が

あり、宗立学校というのは中央教務院の経営に属する専門学校、高等普通学校、普通学校をいう。

　このような僧規は、当時（1931）＜朝鮮仏教禅教両宗第４回宗会会録＞で 30 本寺の中 16 本寺の寺刹数 648 ヶ

所、僧侶数 3242 名（比丘 2833、尼僧 328）を対象にしたものである。比丘尼より比丘の数が顕著に少ないのを察

することができる。 

　10 年後に形成された「朝鮮仏教曹溪宗総本寺太古寺法」（1941、以下「朝鮮仏教曹溪宗」と略称）の法令（16 章

130 条に構成）の＜僧侶法＞が形成される。「朝鮮仏教曹溪宗」の＜僧侶法＞を＜禅教両宗 > の法令と比較してみ

ると、①僧侶分限から度牒を受ける要件に、朝夕礼仏誦呪などが新しく挿入され、②大戒を受持し修学は宗乗の要

旨を必修とし、法臘５年以上となることが省略され、③伝法で法脈相承が簡素化され、④法階等級と呼称が簡略さ

れたのである。

法階
名称

大宗師 宗師 大徳 中徳 大選

等級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

 

　法階の昇進段階は試験を経なければならず、共通点はすべて安居回数が定まり増えていく。４、５級のみが、教

学履修が必修である。⑤講院の修行機関が 5 年に定められる。⑥衣制は、制式が初めて定められる。５級−５条、

４級−７条、３級−９条、２級と１級−９〜 25 条である。この制式は現在でも継承されている。両法令ともに衣

制において僧尼の差別はなく、比丘尼の法階が特に決っていなかった。

　このような宗令の体制は、1945 年 8 月 15 日に解放を迎えて維持できなくなった。「朝鮮仏教曹溪宗」の中央執

行部が退陣し、1945 年９月に全国僧侶大会で選出された新執行部によって新たな「朝鮮仏教教憲」（1946.5.28）（以

下「教憲」と略称）が成立される。「教憲｣ は 26 章で構成されている。

　「教憲」での各条項は、「朝鮮仏教曹溪宗」の法令にほぼ従っている。他に定めた条項は、第２款‘行解’と第４

款の法階である。この「教憲」は、改正を繰り返し（４回）ながら「曹溪宗」宗憲（1954.8.16）17 章で再び構成

し公布、施行する。

　「曹溪宗」宗憲を見ると、「教憲」の僧規より規制が細かく、これには当時の時代的な背景があるようである。日
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本統治からの解放後、また韓国戦争を経験し、仏教界は李承晩大統領の浄化指示発言（1954.5）と比丘側の本格的

浄化運動、比丘・妻帯の間の宗団の体制と宗権における相争がさらに高まっていく実情であった。僧尼の法階昇進

にも「教憲」より一段階高めた高学歴の水準を要求し、ここでも法階の名称は僧尼すべてに適用される。

　２．「曹溪宗」（1955）から「大韓仏教曹溪宗」（1962）へ
　「曹溪宗」（1954.7.6、曹溪宗宗正は曼庵）宗憲（以下「曼庵宗憲」と略称）は、次の年（1955.8.12）に再び‘全

国僧侶（比丘僧）大会通過’となった宗憲に改正され、同じ名前の「曹溪宗」（大韓仏教曹溪宗宗正は薛石友）宗

憲 18 章 101 条に構成され、公布する（1955.8.15）。この理由は、1954 年 12 月 25 日に浄化運動の対策案を樹立し、

宗憲を再整理して 1955 年に‘全国僧侶大会’（8.12-13）を開き、比丘僧の側は、宗会議員の選出、宗憲の制定、新

執行部の選出などを断行した背景があった。 

　「曼庵宗憲」と「曹溪宗」宗憲を比較してみると、条項の内容がほとんど同一である。他の部分は、< 長老院＞

条項が新しくでき、宗会議員の数が在籍僧尼の 30 分の１であって「曼庵宗憲」の 100 分の１の数より遥かに少な

い数である。このような「曹溪宗」宗憲は、比丘僧側の浄化運動の展開とそれを契機として比丘・妻帯僧の＇和同

団合‘精神’と日本統治下で現れた韓国仏教の伝統継承、禅教兼修の指向、戒律守護、宗団の建立及び再建を期し

た統合宗団の‘最初宗憲’（1962）が制定されるまで 7 年間存続される。次に、統合宗団である「大韓仏教曹溪宗」

の法令（18 章 116 条で構成）は、「曹溪宗」宗憲と類似した条項が多い。‘最初宗憲’の内容は、比丘・妻帯僧の

間の相争関係に置かれながらも和同の関係を維持し、比丘僧団としての正体性を確固たるものにするための法令と

みえる。‘長老院’の設置が、そのまま存続され、宗会議員の数は、大幅に減っている。試験などを準備する‘委

員会’が構成され、徒弟養成の目的として‘叢林’が新設され、また宗徒に宗費を支給する項目が開設される。

‘最初宗憲’の < 僧侶法 >（第８章第 55 条で構成）は、再び改訂（1994.10.25）される。特に法階法（19 条項に構

成）、第３条（位階序列）比丘尼法階は、別階級であり、比丘との序列は律蔵所定による。第５条（種別）比丘比

丘尼法階の名称は、次の通りである。

等級 僧侶 　 1 級 2 級 3 級 1 3 級 2 4 級 5 級

法階
称号

比丘 大宗師 宗師 宗德 大德 中德 見德

比丘尼 明師 明德 賢德 慧德 定德 戒德

　比丘尼法階は、別途の名称で定められたということがわかる。「禅教両宗」の宗憲より「曹溪宗」宗憲（1955）

に至るまでは、僧尼すべての法階等級と称号が同一であったことと大きく異なっていたことがわかる。

　‘最初宗憲’の法令は、16 回の間（38 年間）に改正と公布を繰り返されながら、以降‘徐義玄の総務院長 3 選連

任企図’を阻止し、‘仏教界の矛盾を剔抉し僧伽本来の姿を回復’しようと‘改革宗団’（1994）が誕生し、法令

（24 章 140 条）が一層細かくなる。各条項は、概ね‘最初宗憲’と類似する。この宗憲では教育院、布教院、護戒

院などを別途設置した。

　宗憲を見ると、宗正の権限が大幅に縮小・修正され、宗正をはじめ首長格の資格に‘比丘’と明示した。また

‘長老院’が‘元老会議’に変更され、なおかつ資格が‘元老比丘’と限定された。宗会議員の資格に法階の等級

が明示されず、‘最初宗憲’では 50 名の議員であったが、改革宗団では 81 名と大幅に増加された。 

　以上のように、同じ制度上から朝鮮仏教時期（1930 年代）に日本に見学・留学した比丘尼守玉和尚の「内地仏

教見学記」（以下「見学記」と略称）を通じて、当時の朝鮮仏教界の制度を考察していくことにする。

Ⅲ．近現代期韓国比丘尼の様相

　１．近現代期宗制と鄭守玉和尚の批判
　鄭守玉和尚（1902-1966）は、16 才（1917） 修德寺の見性庵（禅院）で出家し、修禅生活に入ったのである。以

降、四集（1922）と大教を修了（1929）し、日本に見学及び留学（1937-39）する。そして、30 年代末より比丘尼
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講院を設立し、講師として勤め、1951 年より住職、1955 年中央宗会議員（４選）を歴任した。和尚の修学の時期

は、日本統治時代であり、その時代の朝鮮仏教教団は、「禅教両宗」（1929）、「大韓仏教曹溪宗」（1941）、「朝鮮仏

教教憲」（1946）などの宗制が次第に実施されていく時期である。和尚の「見学記」を中心として当時宗制に対す

る比丘尼界の意見の反映と日韓比丘尼の教育の実態及び地位を考察する。

　和尚の「見学記」によると、日本の僧侶の教育過程は小学校、中学校、専門学校、大学校であり、これを終える

と僧堂に入り、２- ３年間参禅することになる。これを修了すると、住職或は布教師の資格を与えるのである。和

尚は、“ここの尼僧たちは学問を磨き、階級的修行（法階）をし、一般人らは彼らを大和尚、大禅師、老師、大教

師と略称”とした。また“尼僧に対する手厚い待遇は比丘と同じ”であるとしながら、“日本の尼僧制度がかなり

優越している”とした。和尚は、朝鮮尼僧が劣っている理由を“尼僧を指導する責任を持つ比丘僧のせい”としな

がら、尼僧の地位と品位を向上させるためには、“独立した講堂、禅房を設置すべきである”というのである。こ

のように、和尚は当時の朝鮮で比丘尼の禅院、講院などの施設が皆無であり、法制の呼称までもないということを

嘆いた。

　守玉和尚の日本留学は、当時の朝鮮仏教界で普遍化されたことであった。“1919 年の 3.1 運動を通じて、1920 年

代の仏教留学生の数は、急速に増加（117 名）した”という。1936 年以降は、大幅増加し、各寺刹ごとに派遣した

留学生の数が合わせて 360 名程度であるという。日本統治時代に留学生を送った寺刹別の調査によると、22 ヶ所

の寺刹の中で通度寺が最も多く、修德寺は皆無であった。このような留学の思潮には少なからず弊端も生じ、宗務

協会によって‘留学生監督規定’（1937.9）を制定した。その時、仏教留学生たちは、大学だけではなく中学から

日本に進学したが、鄭守玉和尚は留学の資格を持ち、中高５年過程の‘尼衆學林’に入学したとみられる。

　２．淨化期以降の比丘尼の地位
　近代期仏教は、廃仏政策下にあった‘朝鮮仏教’が、日本統治の‘都城出入解除’という名分により朝鮮仏教の

正体性を確立するようになったが、再び日帝時代に入り、日本仏教の意識と体制に変換される難局の時期に対処し

なければならなくなった。特に日帝下の仏教は、僧侶の肉食妻帯を許容する制度を受け入れなければならないこと

になり、朝鮮仏教の僧侶たちは、もう一度出家者としての自尊心を失うことになった。このような制度は、40 年

間続けられるのであるが、比丘僧たちはこれを黙過せず、清浄僧風と伝統戒律を守護するという意志のもとで満空

和尚を中心として禅学院首座大会（1935）を開催する。これを端緒として 1950 年代には、仏教浄化運動が展開さ

れていく。これは、妻帯僧の排除と断絶、首座比丘僧中心の教団（僧団）の樹立、韓国仏教の伝統樹立、戒律守護

などを骨格とした日本色仏教から離れた‘教団改革であり仏教革新運動’である。このような浄化運動において比

丘尼の役割は大きかった。1954 年 11 月 11 日、全国僧侶大会が開催され、宗会議員 56 名を選出した中で守玉和尚

をはじめ、比丘尼７名が選出された。この席で、九山秀蓮（1909-1983）和尚は、比丘尼叢林の場を選定しようと

発言した。12 月 13 日の大会（比丘 366 名、比丘尼 441 名）では、“比丘比丘尼の差別はない”ということを前提

した後に、比丘尼の寺刹住職と宗会議員の６分の１任命事項が議決された。浄化運動は、一層拡大し、1955 年 8

月 12 日、妻帯僧の主導権下から比丘僧団へ取り戻されたことで一段落する。

　その間、妻帯僧側が主導した“伝統を持つ 623 寺刹”を選別して、比丘側が住職を内定するが、文教部より認可

を受けたところは “19 ヶ所の寺刹 ” に過ぎなかった。その中で、宗団からは浄化運動（1955 年）当時に参加した比

丘尼たちの労苦を称賛し、開運寺（ソウル）、仙巖寺、桐華寺などを比丘尼に与えたのである。その中で“教団事

情により桐華寺は、淸道雲門寺（桐華寺末寺）と交換した”という。 

　筆者は、教団にどういう事情があったかを知るために、曹溪宗総務院＜中央記録舘書庫＞で当時の記録を探し

た。記録では事情が若干異なった。桐華寺では、いくつかの問題が発生したという。即ち、桐華寺に籍を置いてい

た比丘尼の適切ではない品行と、近郊の大邱では桐華寺が比丘尼叢林として適切ではないという世論が頻発したの

である。このような理由で、当時の総務院長であった靑潭和尚は、慶尙北道宗務院を通じて再び引き受けたのであ

る。比丘尼惺文和尚が、桐華寺に入ってから９ヶ月後に起ったことである。しかし、当時桐華寺の総務部長を歴任

した比丘尼仁弘和尚（1908-1997）は、“浄化が終わった後にも関わらず、相変わらず比丘尼の位相は正しく評価さ

れなかった”と言った。当時教団内での比丘尼の地位や権利の構造を如実に知りうる意味を持つものである。現在
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でも同様であるが、‘比丘尼叢林’は当時の比丘尼には切実な懸案であったようである。仙巖寺の住職である安光

豪和尚（1915-1989）は、総務院長に「比丘尼叢林実施に関する協調の件」という書信を送り、仙巖寺を比丘尼叢

林の道場とすることを認可してもらうように頼んだのである。仙巖寺の当時の姿は、眀星和尚の回顧録では、“仙

巖寺は、当時の妻帯比丘間の裁判が進行中であり、大雄殿を中心として東堂では比丘尼、西堂では妻帯僧が住んで

いた”という。このように慌ただしい仙巖寺であるが、比丘尼たちの講学が行われたところでもあり、裁判中では

あるが光豪和尚は、‘仏教浄化成就当時よりの懸案’であった比丘尼叢林建立を総務院長に提議したのである。し

かし、光豪和尚の書信に対しての答申がなかった。

　このように惺文、光豪、月仁和尚（開運寺）は、‘浄化仏事功徳’によって寺刹住職を稟申を受けたが、比丘尼

道場として長く持続できなかったので、結局去ってしまった。浄化運動以降 40 余年過ぎて曹溪宗は、救宗仏事と

いう名分によって改革宗団（1994）の体制を整え、また宗団内部の‘新浄化運動’を迎えた。当時の総務院長で

あった徐義玄和尚の３選阻止とその体制を清算しようということに集中された運動であった。この時期、比丘尼た

ちは、結社（‘定慧道場’、1994.5・9）を通じて宗団改革仏事に積極的に参加し、比丘尼の位相定立を果たそうと

決議した。その当時集まった比丘尼たちの公議は、①元老会議への比丘尼元老の参加、②比丘尼らの教区本寺運

営、③比丘尼宗会議員の大幅な拡大、などである。比丘尼のこのような要請に、比丘たちは‘比丘尼八敬戒を取り

上げたり、適当な人物がいないため仕事を任せられない’という不当な理由をあげて拒絶した。僧・尼の構造に現

れた比丘尼に対する差別的地位がそのまま持続された現象であると見られる。

Ⅳ．近現代期日本曹洞宗の宗制と尼僧

　１．明治維新以降の教団の宗制変化
　近代日本は、‘廃仏毀釈’から始まり、明治元年（1868）3 月の神仏離離令が発表される。全国の有名な寺社は

莫大な被害を受け、廃寺の僧侶と各本山は、政府に対して猛烈な反対運動を行ったが、結局 1870 年に曹洞宗をは

じめとする各宗団は、新時代に即応する教団形成運動が台頭する。

　明治５年（1872）４月 25 日に、政府は「僧侶肉食妻帯蓄髮」の布告を下し、翌年には尼僧の「蓄髮肉食緣付帰

俗許可」を発表する。日本仏教の宗教改革と見ることができる。そこで、日本の禅宗の代表的宗派である曹洞宗を

中心に教団の変化と宗団制度について見ることとする。

　明治 8 年（1875）、仏教各宗派でも僧侶養成機関の制度的整備が推進される。明治 19 年に曹洞宗「宗制」（1886）

を第１号から第 11 号まで制定、発布し、その中で「僧侶法」とみられる第７号「‘曹洞宗僧侶敎師分限稱號規程’

（1885.11.15、制定）を提示する。その中で第１章６条では曹洞宗僧侶の称号、分限においての依制の色と布は、次

の通りである。（表１）

称号 第 1 上座 第 2 長老 第 3 和尙 第 4 大和尙

分限
第 1 得度、
第 2 入衆

第 3 立身、
第 4 伝法

第 5 住職、
第 6 伝衣

第 7 結制

法衣 黑色、麻布 黑色、絹布 袈裟（壞色）
紫黃緋を除外。

香衣を着用

　また「曹洞宗敎師檢定條規」を見ると、下の表の通りである。 
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　　　　※曹洞宗教師等級及び資格と各等級試験学科程度表（表２）

教師
教師

等級 1 等 2 等 3 等 4 等 5 等 6 等 7 等
名稱 教師 左同 左同 左同 準教師 左同 左同

僧侶 法臘 結制以上 左同 左同 伝法以上 左同 左同 左同

資格 称号 大和尙 左同 左同
長老
和尙

大和尙
左同 左同 左同

宗乗 蘊奧 左同 左同 要旨 左同 左同 左同
余乗 蘊奧 左同 左同 要義 左同 左同 左同
説教 大意 左同 左同 左同 左同 左同 左同

　明治 39 年（1906）２月に再び新しい「曹洞宗宗憲」が発布され、この宗憲は質実的に僧侶妻帯が黙認されたの

である。この宗制は、２回（1922、1934）にかけて改訂され、また 1945 年 12 月に「宗教法人令」で公布されて僧

尼の平等を完全に認定し、差別が撤廃される。以降、現代に入り 1995 年に制定された「宗制」を見ると、1886 年

に制定された「宗制」が基礎になり、僧尼の‘法階’と‘僧階’が定められたと見ることができる。僧尼の儀式、

法階、僧階を段階的に見ると、次の通りである。（表３）

儀　式 戒 師 法　階 承　繼

得度 受業師
沙弥（沙弥尼）
上座（尼上座）

立身（立職、法戦） 法幢師
座元（尼座元）

長老

嗣法（伝法） 本師
座元（尼座元）

長老
3 等 教師

瑞世（転衣） 和尙（尼和尙） 2 等 教師補

建法幢 大和尙（尼大和尙） 2 等 教師

　得度から建法幢までの儀式をみると、僧尼すべてに適用される。また、戒師の名称が韓国仏教教団のそれと異な

る。瑞世儀式後、僧尼すべてが‘大和尚’という法階を受ける。僧階ごとに等差があり、袈裟と紫衣の色によって

区別される。また、僧階の段階ごとに修学の範囲がある。３等教師から大教正までが 10 段階であり、各段階ごと

に宗立専門大学または宗立大学の仏教学或は宗教学科での履修と過程がすべて異なる。現在の曹洞宗では、３等教

師から正教師までの僧階は、本人の申請によって資格を得、権大教師から大教正までは、教団内の経歴審査会の規

定によって補任される。

　また、曹洞宗の寺格（規模、等級）と住職資格をみると、次の通りである。（表４）

寺格 住職資格
大本山　（永平寺、總持寺） 大教正

格地 1 等教師、大和尚（尼大和尙）以上
法地　（一般寺刹） 2 等教師、和尚（尼和尙）以上

准法地 3 等教師、座元、伝法 以上

　２．教団での尼僧の地位向上
　『曹洞宗尼僧史』を見ると、1946 年の宗憲の法令で僧尼差別を撤廃するにいたるまでの間、尼僧たちの教団に向

けた組織的で献身的な運動が背景となっていたことがわかる。 

　明治６年（1873）の「蓄髮肉食緣付帰俗許可」発布後、尼僧の数は急激に減少し、当時の尼僧は江戶時代と同じ

ように上座、平僧の地位だけに留まった。1902 年、禅宗をはじめ各宗派では、僧侶養成機関が推進され、第５次

曹洞宗宗議会で‘尼学林設置規定’が可決され、全国３ヶ所に尼衆学林を設置する。明治期から大正期は、民主主
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義運動、婦人運動が高まり、このような社会の思潮が尼僧界にも及ぶ。尼僧たちの実力培養は、男僧と平等になる

べきであるという意識が強くなり、以降、1923 年の宗制で尼僧に首座・和尙の号が与えられた。しかし、尼僧た

ちは、権利確保要求のために、３回にかけて‘全国尼僧大会’を起こす。第１会（1925）に５項を決議して要求す

る。①尼僧自身の覚醒と精進、②尼僧禅林の実現、③宗会の参政権の要求、④後継者養成のための徒弟得度権の獲

得、⑤布教師任命の要求などである。再び第２会（1930）の時に、①嗣法相続の許可、②法地寺院住職の権利、③

教育機会均等などである。第３会（1937）の時には、嗣法相続、転衣、布教師任命、宗会参政権、教育機会均等、

法地住職の資格許可などである。尼僧たちは、戦時下（1943）で自発的に‘曹洞宗尼僧護国団’を創設し、‘国家

に挺身奉公’の精神によって戦勝報国に尽力する。戦後になり、保母、寮母など子供の世話などの活動を活発に行

い、その影響力は社会的に大きかった。終戦後、当時の曹洞宗管長の承諾を得て、‘尼僧団’に発展させ、僧尼の

平等を実現させる団体になる（1945）。続けて、尼僧の法階、教師分限などを宗会に請願書として提出する（1946）。

戦後（1946）になり、次第に僧尼資格の僧尼平等による教師資格を持つ尼僧に選挙権、履歴に師僧とともに併記、

尼僧安居許可（1948）、尼僧専門僧堂に改造（1950）、尼僧１人が宗会議員（1951）、1952 年に新宗制に得度権、嗣

法、伝法を認定した。尼僧学林学長に尼僧が就任（1957）し、法地寺院住職の許可が得られる（1970）。

Ⅴ．結語

　日本統治時代の朝鮮仏教界は、仏教の正体性と伝統性を宣揚し、継承するという意味で初めて‘朝鮮仏教禅教両

宗’という教団と法令を作った。この法令は、再び時代の流れに沿って、その後の新しい宗憲として改正、公布さ

れるが、「僧侶法」は大きく変わることなく、伝承されたと見なされる。現代にいたり、比丘比丘尼の和同精神に

より ‘ 統合宗団 ’ を形成し、宗名を‘大韓仏教曹溪’とした。教育機関に‘叢林’が新設され、法階法では‘比丘

尼法階は、別定級であり比丘との序列は、律蔵による’として、初めて僧尼に法階と称号が差別化された。この法

令は、現在‘改革宗団’が掲げた宗団法令までに適用され、さらに宗団の元老及び各院長の資格は、‘比丘’と明

示された。朝鮮仏教の宗権では見られない僧侶差別が、如実に現れたのである。このような僧尼に対する差別的制

度は、近代期の仏教界底辺にすでに横わっていたのである。このような実情は、当時鄭守玉和尚の日本「見学記」

から見ることができた。和尚の見学による朝鮮仏教の尼僧制度に対する批判は、‘朝鮮比丘尼たちの教団の制度に

対する意識自体がなく、結果的に差別的待遇を受容することになり、また宗団の比丘たちが尼僧を圧迫、粗悪な待

遇、軽視しているから’であるというのである。 

　近代期以降、教団の比丘中心主義的宗令と比丘尼に対する不平等の制度が持続された。比丘尼たちは、教団の中

心にある比丘に人情的処遇改善のみを望み、宗制自体についての是正の要求がなかったと見るべきである。‘浄化

運動’後、比丘中心の宗団側に見せた実相より明らかであり、また宗団改革（1994）当時、比丘尼たちが猛烈に参

加しながら不平等な宗団制度に対する是正を要求はしたが、正当な理由もなく背けたことなどから、その実例を見

ることができる。

　近代期の日本仏教界は、明治維新政府による僧侶の在家仏教化する宗教政策にかかわる布告令を発布（1872）

し、これに立ち向かい抵抗と反抗によって政府と極烈に対峙した時期があった。しかし、まもなく各宗派は政府施

策に即応し、自身の改革を断行した。曹洞宗もやはり「曹洞宗宗憲」が発布（1906）された。再び２回の改訂を経

て「宗教法人令」（1946）が公布され、僧尼制度を完全に認定し、差別が撤廃された。このような僧尼平等の地位

には、近代期の尼僧たちの権利確立要求と地位向上のため三度開催した‘全国尼僧大会’が、その要因となったの

である。当時尼僧たちに対する男僧中心の教団の認識の底辺には、戦時と戦後の尼僧たちが団結して国家的社会的

に大きく貢献したことによる肯定的な信頼と評判があったようである。

　以上のように、日韓比丘尼の存在様相と法階上での変化の過程で、両国の比丘尼たちの共通点は、教団での宗令

の不均等を意識し、自らの意志によって個人的なおかつ集団的にこれを解決しようと努力、奮闘したことである。

しかし、相違点は、次の通りである。まず、日本尼僧たちは、歴史的に国家と社会に信頼される宗教人としての役

割と、これによる教団内の信任を獲得し、男僧との平等な制度を確保するための教団に向かう持続的な‘運動’を

展開したのである。これに反して、韓国の比丘尼たちは、教団内での存在認識と宗令に対する認識が大きく不足し
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ており、これを克服するための自体内の結束力も微弱であったが、共有した覚醒もなかったのである。これは、結

果的に比丘中心の宗令制度を招来した。このような教団での差別的意識及び制度の遠因としては、朝鮮時代から悪

い習慣的な意識である男尊女卑の社会意識を取り上げることができ、このような社会的影響が、朝鮮仏教界の比丘

尼に対する教育制度と比丘尼と同等ではない教育施設と地位にまで現れたことがわかったのである。現代にいたる

まで差別化された制度は、律儀に根拠があるという八敬戒が、比丘中心の教団の普遍的な意識として固着化された

こととともに古い習慣である差別意識が潜在された傾向であるとみなされる。 

　このような弊害から切り抜けるためには、まず比丘尼自らの教育によって高い水準の実力培養とこれによる社会

的、国家的に友好的な実践と親密度を高め、さらに宗令に対する自覚とこれを改善させる結束力と請願が、より強

くなるべきであると思われる。言い換えれば、教団の宗制で僧尼の差別制度は、比丘尼自身が、どれくらい意識し

自覚するかにより、差別性が消滅する方向に制度は変化され調律されるだろう。もし、比丘尼の宗団制度に対する

無関心と黙認が深くなればなるほど比丘中心の宗団制度は一層強化されていくはずであり、このような結果は、比

丘尼界の責任として見なければならないと思われる。僧尼間の平等な制度とその実行は、僧伽に対する世間の評価

と尊敬心が高揚され、伝法活動もさらに活性化すると見られる。
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100 年前の東洋大学留学生、李鍾天
－論文「仏教と哲学」と井上円了の思想－

佐藤　厚

１　問題の所在

　東洋大学は、井上円了（1858-1919）がその前身である哲学館を設立してから現在まで 125 年を越える歴史を有

する大学である。第二次大戦終了まで東洋大学には多くの朝鮮人留学生が在籍し、そのうち卒業者は約 160 名を数

える。帰国後、彼らは僧侶、作家、言論人などとして活躍した（1）。その中、本発表で取り上げるのは、今から丁

度 100 年前の 1914 年に東洋大学に留学した韓国人僧侶である李
イジョンチョン

鍾天（李鐘天、1890-1928）である。彼は東洋大学

で学び、韓国人留学生の第一号の卒業生として卒業し、帰国後は韓国仏教界の改革のほか朝鮮総督府の言論集会弾

圧に抗議するなど社会的な活動を行ったが 38 才で病のため夭折した。

　本発表では、李鍾天が東洋大学在学中の 1918 年に著わした論文「仏教と哲学」を取り上げ、それが井上円了の

思想を背景とした著作であることを明らかにする。これは井上円了の思想の海外への影響を示すということで重要

であるが、それに加え、韓国における仏教、哲学の研究史の上でも重要であると考える。この方面の研究として

は、既に金永晋先生が日本の仏教哲学の韓国への影響ということで論じているが（2）、本発表では、それをより具

体的に提示することに目的がある。

２　李鍾天の略伝（3）

2-1　出生から東洋大学留学まで
　号は春城、1890 年（明治 23）、慶尚南道の蔚山で生まれた（4）。固城の玉泉寺で出家した後、通度寺に移った。

師匠は金九河（1872-1965）であった。金九河は当時の有力な僧侶で、朝鮮総督府の定めた三十本山の一つである

通度寺の住職を務めていた。李鍾天は金九河の支援で東京に行き、曹洞宗第一中学（現、世田谷学園）で学び、の

ち 1914 年（大正 3）4 月から 1919 年（大正 8）3 月まで 5 年間、東洋大学に留学した。同じ年に日本の大学に留学

した僧侶は合計 13 名いる。曹洞宗大学（現、駒澤大学）4 名、東洋大学 1 名、豊山大学（現、大正大学真言学専

攻）1 名、臨済宗大学（現、花園大学）7 名であった（5）。

2-2　留学当時の東洋大学
　李鍾天が留学した 1914 年の東洋大学は、大内青

せいらん

巒（1845-1918）が第 3 代の学長に就任した年である。1916 年に

は専門学校令による大学では初めて女子学生を受け入れるなど変化を見せていた。

　当時の東洋大学の学部学科は、大学部第 1 科、第 2 科、専門部第 1 科、第 2 科の 2 部 4 科から構成されてい

る（6）。この中、李鍾天は専門部第 1 科で学んだ。この学科は「倫理、教育、哲学、英語を主とし、併せて感化救

済に関することを教授する」もので、修業年限は 3 年であった（7）。講義の種類を見ると、1 倫理、2 教育、3 国語

及漢文、4 哲学、5 法制経済、6 生理、7 歴史、8 英語、9 弁論の 9 つの科目群からなる（8）。この中、哲学の科目群

は、1 年では論理学、西洋哲学史、印度哲学、2 年では認識論、西洋哲学史、印度哲学、3 年では西洋哲学史、支

那哲学、印度哲学、社会学を受講することになっている。このように印度哲学は 3 年間学ぶことになるが、講師

は、前田慧雲、渡辺海旭、木村泰賢、境野哲、島地大等、曽我量深の 6 人である（9）。

東洋大学・東国大学校仏教大学共催　秋季セミナー

第１ユニット：日本哲学の再構築に向けた基盤的研究
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　李鍾天は 1918 年、朝鮮の仏教雑誌『朝鮮仏教叢報』に、3 回に分けて論文「仏教と哲学」を掲載した。これは

李鍾天が、当時関心があった仏教と哲学というテーマについて、様々な学説をもとに考察したものである。後に検

討するが、李鍾天が中心的に参考にしたのは、井上円了の学説であった。

2-3　1919 年 3 月の出来事
　1919 年（大正 8）3 月は韓国にとって特別な月であり、李鍾天にとってもそうであったろう。1 日、朝鮮では日

本からの独立を叫ぶ万歳運動が起こった。この時、日本にいた李鍾天はどう思っていたであろうか。25 日、東洋

大学の卒業式が行なわれ、李鍾天は専門部 1 科を卒業した。その時の卒業生は大学全体で 30 名（10）であり、現在

から比べるととても少ない。李鍾天が在籍した専門部 1 科の卒業生は 5 名である。さらに李鍾天は、韓国人の卒業

生の第 1 号であった（11）。

　卒業式の 2 日後である 3 月 27 日、東京芝の青松寺（曹洞宗）で朝鮮王朝最後の王であると同時に大韓帝国初代

皇帝であった李太王（高宗、1852-1919）の追悼式が行われた（12）。主催は仏教護国団という組織である。これは

1916 年 11 月に出来た組織で、各宗派の僧侶が連合して国民精神の振興を行なうことを目的としている。式には各

宗の重鎮、李太王関係者のほか、児玉秀雄伯爵（1876-1947）、末松謙澄子爵（1855-1920、妻は伊藤博文の娘）、田

尻稲次郎（1850-1923）東京市長の代理、朝鮮人留学生男女 10 余名が参列した。式は仏教護国団代表・峰玄光の追

悼文、導師・北野元峰の法語、仏教連合会の弔文朗読、参拝者焼香が終わった後、朝鮮男子留学生を代表して李鍾

天が挨拶をした。李鍾天は「内地人及び朝鮮人相互の理解の徹底の必要」を説いた。3・1 運動の時には祖国にい

ることができず、祖国を併合した者の国にありながら、祖国の王の追悼式に参加した李鍾天の心中はいかばかりの

ものであっただろうか。彼の「内地人及び朝鮮人相互の理解の徹底の必要」という言葉に込められた思いは、苦渋

に満ちたものであったと推測される。

2-4　帰国後の活動
　3.1 運動の後、全国的に民族を啓蒙するための社会団体ができたが、朝鮮に帰った李鍾天は故郷である蔚山に設

立された蔚山青年会の初代会長となった。巡回講演では「労働は神聖」、「人生と労働」、「人格の実現」、「生活改善

と消費節約」などを説いた。さらに 1920 年（大正 9）には仏教系の啓蒙雑誌である『鷲山宝林』の編集人となっ

た。1923 年（大正 12）からは京城に出て仏教改革、社会改革の運動に乗り出す。この年の 1 月、仏教維新会が朝

鮮総督府による寺刹令撤廃を要求する会議を開いたが、李鍾天は司会を務めたている。さらに各種団体が集まった

青年党大会の準備委員の一人となり活動した。

　1924 年（大正 13）、仏教界の改革を企図した朝鮮仏教青年会の総会で、韓竜雲が総裁に選出され、李鍾天は総務

に就任している。同じ年、朝鮮総督府の言論集会弾圧に抗議する弾劾会が各種団体により結成されると、李鍾天も

実行委員に加わった。1925 年（大正 14）には地方に帰り、晋州仏教振興会の専任講師を務めたほか、通度寺の本

山委員を務めた。

　このように朝鮮仏教界の改革、朝鮮総督府に対する抗議、地方での啓蒙活動に従事した李鍾天であったが、1928

年（昭和 3）、病気のため 38 歳という若さで亡くなった。『東亜日報』は、朝鮮仏教の革新運動に献身的努力、社

会運動にも奮闘した人物、との訃報を掲載した（13）。

2-5　著作
　李鍾天の著作は、現在、以下の 13 種が挙げられる。

　＜表１＞李鐘天の著作
題目 媒体、号 著者名 刊行年 年齢

1 仏教と哲学 『朝鮮仏教叢報』9 号 李鍾天 1918 年 28 歳
2 仏教と哲学（続） 『朝鮮仏教叢報』12 号 李鍾天 同上 同上
3 仏教と哲学（続） 『朝鮮仏教叢報』13 号 万東鍾天 同上 同上
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4 基督教と仏教の立脚地 『朝鮮仏教叢報』14 号 李鍾天 1919 年 29 歳
5 宗教論 『鷲山宝林』1 号 李鍾天 1920 年 30 歳
6 宗教論（続） 『鷲山宝林』2 号 正眼子 同上 同上
7 朝鮮文学史概論 『鷲山宝林』2 号 李鍾天 同上 同上
8 社会と個人の服従 『鷲山宝林』2 号 万東生 同上 同上
9 朝鮮文学史概論 『鷲山宝林』3 号 李鍾天 同上 同上
10 朝鮮文学史概論 『鷲山宝林』4 号 李鍾天 同上 同上
11 不良少年論 『鷲山宝林』5 号 万東生 同上 同上
12 死後の問題 『鷲山宝林』6 号 李鍾天 同上 同上
13 仏教の政治觀 『潮音』1 号  李鍾天 同上 同上

この中の多くは仏教、哲学、宗教に関するものであるが、朝鮮文学史概論（7、9、10）は、韓国の文学研究の中

で、早い時期の文学史として注目される。また、3. 仏教と哲学（続）が万東鍾天という名前で著わされていること

に着目すると、万東生という筆名で著わされた「社会と個人の服従」（8）、「不良少年論」（11）も李鍾天の著作で

はないかと考えられる。もし李鍾天の著作であるとすれば、彼の別の一面を見せるものと考えられる。6. 宗教論

（続）は正眼子というペンネームで書かれているが、5. 宗教論の続編であるため、李鍾天の著作と判断した。

　以下、李鍾天が東洋大学在学中の 1918 年に著わした「仏教と哲学」をとりあげ、その概要と井上円了の思想と

の関連を探っていく。

３　論文「仏教と哲学」と井上円了の思想

3-1　「仏教と哲学」の概略
　論文「仏教と哲学」は、李鐘天が東洋大学の冬期休暇（おそらく 1917 年冬）の間に「今日の哲学の意義はどの

ようなものであり、また哲学と仏教との関係はどうであるか」を構想したものである（14）。この論文が掲載された

『朝鮮仏教叢報』9 号には、李鍾天をはじめ、日本に留学した僧侶が書いた論文が多い。李智光「仏教倫理学」、李

混惺「仏教心理学」、金晶海「歷史上に現われた朝鮮僧侶と外国布教の価値」、以上の 3 名は曹洞宗大学への留学生

であり、曹学乳「宗教の起源について」は豊山大学への留学生である。

　以下、「仏教と哲学」の全体の構成を簡略に示す。番号は筆者が付けたものである。

＜表 2 ＞「仏教と哲学」の構成
１　仏教と哲学・宗教との関係
　1-1　仏教は哲学の部分と宗教の部分とから構成される。
　1-2　仏教が哲学的である理由
２　哲学
　2-1　哲学の広狭二義
　2-2　科学の広狭二義
　2-3　仏教哲学は純正哲学である。
　2-4　デカルトによる物・心・理の三大元
　2-5　求心性と遠心性
　2-6　物・心・理と勢力・時間・空間
　2-7　勢力の二義
　2-8　学問の体系（学問、科学、哲学）
　2-9　純正哲学の本体論の区分
　2-10 哲学の意味（以上 9 号）
３　仏教
　3-1　教学（科学、哲学、宗教）の関係
　3-2　仏教の哲学門と宗教門
　　3-2-1　小乗倶舎宗
　　3-2-2　外道と仏教との違い
　3-3　仏教の中の哲学・宗教の分類
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　　3-3-1　哲学門の分類
　　3-3-2　外道、小乗、大乗の区分と主観、客観
　3-4 哲学門と宗教門との関係
　　3-4-1　図説
　　3-4-2　関係 (1)
　　3-4-3　関係 (2)
　　3-4-4　大乗と小乗との区別（以上 12 号）
　　3-4-4-1　図による説示
　　3-4-4-2　倶舎宗、法相宗、実大乗におけるの真如観の違い
　　3-4-4-3　倶舎宗、法相宗、三論宗、天台宗、華厳宗、真言宗の事理観の違い
　3-5　『大乗起信論』の真如と無明との関係の問題（以上 13 号）

　これをごく簡単に説明すると、1 で仏教には哲学と宗教との二つの側面があることを提示とし、2 哲学では純正

哲学の位置づけと物、心、理の関係などを中心として論ずる。3 仏教では、仏教の中の哲学と宗教の分類について

述べた後、大乗と小乗との区別、諸宗派における事理観の違いを論じ、最後に『大乗起信論』における真如と無明

の関係の問題を論じて終わる。また、この論文の特徴は数多くの図を使って説明していることである。

４　井上円了の思想との関連

　続いて井上円了の思想との関連を指摘する。まず本論全体の主題、すなわち仏教と哲学、宗教との関連という問

題は、井上円了の一貫した主題でもある。円了は、仏教は哲学と宗教とを完備したものであると説き、明治初の廃

仏毀釈で沈滞した仏教界を活性化させた。同時にこれがキリスト教批判の理論ともなる。すなわち円了は、人間の

知性に訴えるものを哲学、情感に訴えるものを宗教と定義した。仏教には哲学といえる倶舎宗、法相宗、天台宗な

どの教理があるほか、宗教といえる浄土教もある。これに対してキリスト教は、情感に訴えるものはあるが哲学は

ない、ゆえに仏教はキリスト教よりも優れていると論ずる。

　続いて具体的に円了思想との関連をいくつか指摘する。まず、1-1 仏教には哲学の部分と宗教の部分とがあるこ

とを説く部分であるが、この部分は円了の『仏教大意』（1899 年）とほぼ同じである。両者を対照させると次のよ

うになる。「仏教と哲学」は漢字ハングル混交文であるが、筆者が翻訳した（以下同）。

李鍾天「仏教と哲学」（15） 井上円了『仏教大意』（16）

　所説の如く、仏教教理中に宗教の部分と哲学の部
分に互相混在していたとしても、仏教即哲学といい、
即宗教と、在偏断言することはできない。

要するに、仏教の大半は哲学であり、大半は宗教で
あるといえる。
ここに両者の関係を説明すれば、二方面の論証が成
立するが、
一には、哲学は原理であり、宗教は応用である。哲
学は仏教の可宗教的原理、即ち仏教の教理を代称す
るものであり、その応用は宗教である。

二には、宗教は目的であり、哲学は方便である。仏
教の目的はもちろん宗教にあるが、この目的を方便
的弁証するものは哲学であるという。前者は哲学的
方面の所観であり、後者は宗教的方面の所観である。

　およそ世人が仏教を評論するに二様あり。一は
曰く、仏教は宗教にして哲学にあらず、一は曰く、
仏教は哲学にして宗教にあらずと。余をもってこ
れをみるに、この二論共に偏見たるを免れず。し
からば仏教は哲学にもあらず宗教にもあらざる
か。曰く、否。余おもえらく、仏教の一半は哲学
にして、一半は宗教なり。

もし哲学の部分にありてこれをみれば、仏教は哲
学の道理を実際に応用したる宗教なりといわざる
べからず。故に、哲学は原理にして、宗教は応用
なり。と称せざるを得ざるも、
もし宗教の方面よりこれをみれば、宗教は目的に
して、哲学は方便なり。と定めざるを得ず。これ
を要するに、仏教は哲学と宗教との両区域にまた
がるものなり。
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　2 哲学の部分は、全く同じ部分はないが、物、心、理の 3 つの要素をとりあげて世界を説明するということは円

了の哲学思想の枠組みの基礎であり『仏教活論本論、顕正活論』（17）、『純正哲学講義』（18）等に説かれる。2-8 学問

の体系（19）、2-9 純正哲学の本体論の区分（20）も『純正哲学講義』に出る図に類似する。ここでは 2-8 学問の体系の

図を対照させる。純正哲学の内部は少し異なっているが、基本的な枠組みは同じであることが確認できる。

　　　　　＜李鍾天「仏教と哲学」（21）＞　　　　　　　＜井上円了『純正哲学講義』（22）＞

　　　　　　

　3 仏教の部分では、3-2、3-3 仏教の哲学門と宗教門の区分は、円了の様々な著作でなされているものと同じであ

る。3-2 では哲学門の中に有宗哲学（小乗教）、空宗哲学（権大乗）、中宗哲学（実大乗）を開き、宗教門では有宗、

空宗、中宗を開く。さらに続いて 3-4 哲学門と宗教門の関係の部分は、『仏教大意』（23）とほぼ同じである。ここで

は 4 つの図を使って小乗と大乗の教理の違いを説明するが、ここではその 1 つを対照させる。

　　　　　　　＜李鍾天「仏教と哲学」（24）＞　　　　　　　　　　＜井上円了『仏教大意』（25）＞

　　　　　　　　　　　　　

円了の図で説明すると、円の中心は悟りである。中心から右下に延びる線は、発心から悟りまでの小乗と大乗の違

いを表わす。すなわち小乗は悟りを目指すが、本当の悟りには行きつかない。それに対して大乗は中心の、本当の

悟りまで行き着くことを示す。続いて左下に延びる線は、中心すなわち悟りから衆生を救済する能力に関しての、

権大乗（法相宗など）と実大乗（天台宗、華厳宗など）の違いを表わす。権大乗では五性各別を唱えるため一切衆

生の救済には至らない。それに対して実大乗はすべての衆生の救済ができるという違いを表わしている。李鍾天の

図は文字や線の配置が少し異なっているが、内容は同じものである。

　続いて、3-4-4-3　倶舎宗、法相宗、三論宗、天台宗、華厳宗、真言宗の事理観の違いの部分も図を用いて説明し

ているのであるが、これは『仏教通観』に出る図と同じものである。ここでは倶舎宗と法相宗の 2 つを対照させ

る。
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　　　　　　　　　＜李鍾天「仏教と哲学」（26）＞　　　　　　　 ＜井上円了『仏教通観』（27）＞

　最後に、3-5　『大乗起信論』は真如と無明の関係の問題である。もし真如が絶対的な存在であれば無明はどこか

らやってくるか。もし別であれば真如は絶対ではなく、二元論的相対的なものであることになる。この問題は、円

了も大きな問題と感じ著作中で詳しく論じている（28）。李鍾天はこの問題の結論として「相対と絶対（真如）とを

調和させる方法が宗教門の解釈である」（29）と述べるが、これは李鍾天独自のものと思われる。

　以上、李鍾天の論文に与えた井上円了の思想の影響を見てきた。これは李鍾天が東洋大学に留学したわけである

から、当然であるが、具体的に指摘できたことは一つの成果と考えられる。

　李鍾天が参照したと思われる円了の著作を刊行年代順で並べると次の 4 つである。

　１　『純正哲学講義』（1888 年、明治 21 年）

　２　『仏教活論本論、顕正活論』（1890 年、明治 23 年）

　３　『仏教大意』（1899 年、明治 32）

　４　『仏教通観』（1904 年、明治 37）

1、2 は初期の著作であり、それゆえ仏教、哲学、宗教という学問の枠組みから論じているところが特徴である。3、

4 は 1、2 よりも後に書かれたもので、仏教概論書という位置づけの書物である。この中で、先ほどの李鍾天の引

用から考えると、基礎にあるのは最初と最後の部分がほぼそのまま引用されていた『仏教大意』である。そして中

間部分に『純正哲学講義』、『純正哲学講義』が引用される。

　これを著作の性格から考えると次のことが言えよう。第一に『仏教大意』、『仏教通観』は量が短く内容も解り易

い著作である。おそらく李鍾天もこれを熟読したのではないかと想像される。そして『仏教大意』、『仏教通観』で

提示された内容を補強するために、『純正哲学講義』、『仏教活論本論、顕正活論』の内容を整理していったのでは

ないかと考えられる。

　では次になぜ井上円了の著作を基礎としたかという問題である。李鍾天が東洋大学に入学したのは 1914 年であ

る。『仏教大意』は 15 年前の書、『仏教活論本論、顕正活論』などは 24､ 5 年前の書である。そして円了は東洋大

学では講義はしていない。それなのになぜ円了に基づいた論文を書いたのか。これは日本の近代仏教学の進展と関

連があると思う。円了が著作活動を開始した 1880 年代は、仏教、哲学、宗教のそれぞれの関連、枠組み自体が問

題となった時代であった。つまり西洋思想の消化時期で、概念の総合的な研究が求められた時代である。しかし約

30 年経つと、研究の方向は総合的研究から、典籍、宗派の個別研究の時代に移行する。東洋大学でも 1914 年に仏

教専攻科を設けるが、これは達意的な仏教研究から専門的な仏教研究への移行を目的とするものである。つまり原

典の主意だけを把握していく学問から、原典の細かい部分まで探る学問に変化していったのである。ゆえに仏教、

哲学、宗教の関係という主題を問題とするばあい、円了の義論に戻らなければならないのである。さらにそうした

考え方は朝鮮には存在しなかった。これを目にした李鍾天は関心を抱き、自分なりの整理を行いたいと考えたので

あろう。そして著作されたのがこの「仏教と哲学」であったと考えられる。
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５　結語

　以上、今から 100 年前の 1914 年に東洋大学に留学した韓国人僧侶、李鐘天の生涯と著作を見た後、「仏教と哲

学」という論文について、その思想背景として東洋大学創立者・井上円了との関連を考察してきた。最後にこの

「仏教と哲学」という論文をいくつかのレベルで評価してみたい。

　第一に、李鐘天という個人というレベルで考えると、これは李鐘天の処女作であると同時に、思想の基盤を作っ

た論文と言える。李鐘天は以後、仏教とキリスト教の関連、宗教論といった、より広い分野の論文を著わすことに

なるが、本論文はそれらを考察する際の基礎ともなったといえよう。

　第二に、これを韓国哲学史の中で考える。姜栄安『韓国近代哲学の成立と展開』によれば（30）、韓国哲学の始ま

りの時期のものとして、1895 年に兪吉濬が『西遊見聞』で哲学という学問の効用について言及し、1912 年に李寅

宰が『古代希臘哲学攷弁』で儒学的な観点から西洋の古代哲学を論じたという。また 1920 年に創刊された『開闢』

には、ほぼ毎月のように、ニーチェ、カントなどを紹介する文章が載せられたという。ただ、本格的に西洋哲学が

研究されはじめたのは 1920 年代後半からという。こうした中で李鐘天の「仏教と哲学」はほぼ円了の義論を導入

していると言っても、韓国人としてこの問題を扱った初期の作品として評価されてよいのではないかと思う。

　第三に、韓国仏教学での意味を考えて見ると、日本の仏教学研究の受容の初期段階と評価できる。これがただの

翻訳ではなく、自分が様々な著作から整理したものであるというところに意義があると思う。

　これまでは近代韓国仏教と日本仏教の関連というテーマは、主として植民地時代の日本の宗教統治の様相、これ

に対する韓国人僧侶の独立運動のあり方など、歴史的研究が中心となっていたように思われる。今後は思想面での

関連を解明することにより、仏教思想が日本、韓国の近代において持っていた意味、役割を考察する方向にも進ま

なければならないと考える。

原典

井上円了『純正哲学講義』（『井上円了選集』1 巻、1990 年）原著は 1891 年刊行
　同　　『純正哲学講義』（『井上円了選集』7 巻、1990 年）原著は 1888 年刊行
　同　　『仏教活論本論　第二　顕正活論』（『井上円了選集』4 巻、1990 年）原著は 1890 年刊行
　同　　『仏教大意』（『井上円了選集』5 巻、1990 年）原著は 1899 年刊行
　同　　『仏教通観』（『井上円了選集』5 巻、1990 年）原著は 1904 年刊行
李鍾天「仏教と哲学」（『朝鮮仏教叢報』9 号、1918 年 5 月）
　同　　「仏教と哲学（続）」（『朝鮮仏教叢報』12 号、1918 年 11 月）
　同　　「仏教と哲学（続）」（『朝鮮仏教叢報』13 号、1918 年 12 月）

参考文献

＜日本語文献＞
金永晋「近代韓国仏教の形而上学受容と真如縁起論の役割」（『井上円了研究センター年報』22 号、2013 年）
東洋大学同窓会『東洋大学一覧』（1918 年）
裵姈美『1920 年代における在日朝鮮人留学生に関する研究－留学生・朝鮮総督府・「支援」団体－』（一橋大学博士論文、一橋大

学機関リポジトリ HERAMES-IR）
＜韓国語文献＞
金光植『韓国近代仏教史研究』（民族社、1996 年）
＜新聞、雑誌＞

『慶尚日報』、『読売新聞』、『毎日申報』
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１ 東洋大学に朝鮮から留学生が来るようになったのは日韓併合以後からである。東洋大学を卒業した朝鮮人留学生は約 160 人
であるが、実際に東洋大学に在籍した朝鮮人学生は、それよりもはるかに多い。例えば 1923 年には 70 名近くが在籍してい
た（南波登発『朝鮮学生の暁鐘』（麗澤会、1923 年）pp.66-67）。在籍数に対して卒業数が少ない理由は、1. 入学はしたもの
の卒業をせずに辞めた場合、2. 他の大学に移った場合、3. 聴講だけをしていた学生がいたからである。次の表は、第二次大
戦までに東洋大学に留学した韓国人学生で、後に歴史に名を残した人々である。データの採取は、主として韓国のインター
ネットで調査した。

 ＜表＞戦前東洋大学韓国人留学生の中、歴史に名前を残した人々

氏名 氏名ヨミ 生没年 東洋大学在籍・卒業 事項
1 李鍾天 ｲｼﾞｮﾝﾁｮﾝ 1890-1928 1919 年：専門部第一科卒業 僧侶
2 李祐植 ｲｳｼｸ 1891-1966 年度不明。哲学科 独立運動家
3 辛太晧 ｼﾝﾃﾎ 1890- ？ 1924 年：印度哲学倫理学科卒業 僧侶
4 呉鳳彬 ｵﾎﾞﾝﾋﾞﾝ 1893-1945 1927 年：倫理学教育学科卒業 朝鮮美術館設立者
5 姜性仁 ｶﾝｿﾝｲﾝ 1894-1945? 1920 年：哲学科・卒業？ 僧侶
6 文世栄 ﾑﾝｾﾖﾝ 1895-1952? 1921 年：倫理教育科・卒業 朝鮮最初の『朝鮮語辞典』編纂
7 金敬注 ｷﾑｷﾞｮﾝｼﾞｭ 1896- ？ 1923 年：印度哲学倫理学科卒業 僧侶
8 金凡夫 ｷﾑﾎﾞﾝﾌﾞ 1897-1966 1915 年？東洋哲学専攻 東洋哲学者

9 崔承万 ﾁｪｽﾝﾏﾝ 1897-1984 1923 年：印度哲学倫理学科・卒業
東洋大学時代は柳宗悦の弟子。
知事、大学教授となる。

10 金賢準 ｷﾑﾋｮﾝｼﾞｭﾝ 1898-1950 1922 年：印度哲学倫理学科・卒業
社会哲学者（朝鮮人で初めてド
イツの博士号取得）。

11 宋昌根 ｿﾝﾁｬﾝｸﾞﾝ 1898-1950? 1922 年：入学 プロテスタント神学者
12 方定煥 ﾊﾟﾝｼﾞｮﾝﾌｧﾝ 1899-1931 哲学科・特別聴講生 児童文学家
13 河弼源 ﾊﾋﾟﾙｳｫﾙ 1900-? 哲学科・卒業？ 社会主義活動家
14 金東煥 ｷﾑﾄﾞﾝﾌｧﾝ 1901-? 1921 年：英文学科に入学するも関東大震災で中退 詩人
15 李仁植 ｲｲﾝｼｸ 1901-1963 年度不明。哲学科・卒業？ 独立運動家
16 桂鎔黙 ｹﾖﾝﾓｸ 1904-1961 1928 年・入学？学科不明 小説家
17 趙明基 ﾁｮﾐｮﾝｷﾞ 1905-1988 1937 年：卒業 仏教学者、東国大学校総長
18 全武吉 ﾁｮﾝﾑｷﾞﾙ 1905-? ？ 小説家

19 呉宗植 ｵｼﾞｮﾝｼｸ 1906-1976 1926 年：文化学科卒業
ソウル新聞社社長をつとめたほ
か、言論機関の重鎮

20 李相玉 ｲｻﾝｵｸ 1908-1981 1938 年：予科卒業 歴史家、漢学者
21 朴吉眞 ﾊﾟｸｷﾙｼﾞﾝ 1915-1986 1942 年：哲学科・卒業 僧侶円仏教
22 張俊河 ﾁｬﾝｼﾞｭﾅ 1915-1975 予科卒業 言論人、政治家

２ 金永晋「近代韓国仏教の形而上学受容と真如縁起論の役割」（『井上円了研究センター年報』22 号、2013 年）
３ 李鍾天の生涯に関する基礎資料は、「故春城李鍾天君の追悼文」『仏教』54 号（1928 年）、『朝鮮日報』1924 年 1 月 8 日付、

『東亜日報』1928 年 11 月 6 日付などであり、それらを整理したのが金光植『韓国近代仏教史研究』（民族社、1996 年）p.499
である。なおイ・ジェミョン「人物で読む蔚山遺事（72）」（『慶尚日報』2013 年 9 月 15 日付）は李鍾天の生涯をよくまとめ
ている。

４ 『東洋大学一覧』（1918 年）には李鍾天の登録住所（原籍）として、「朝鮮全南道本綾州郡道岩面灯」とある。これがどのよ
うな意味を持つのかはわからない。『東洋大学一覧』（1918 年）p.97

５ 李能和『朝鮮仏教通史』上篇 p.622
６ ＜表＞ 1918 年（大正 7）の東洋大学の学部学科

部科 年限 内容 教員免許

1 大学部第 1 科 4
倫理、哲学、英語を主とし、第四年に至りて東西の哲学主に印度哲
学を専攻

修身科

2 大学部第 2 科 4
国語、漢文、哲学を主とし、第四年に至りて東西の哲学主に支那哲
学を専攻

国語漢文科

3 専門部第 1 科 3
倫理、教育、哲学、英語を主とし、併せて感化救済に関することを
教授

修身科、教育科

4 専門部第 2 科 3 倫理、国語、漢文を主として教授し、専ら中等教員を養成す 修身科、国語漢文科
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７ 前述したように李鍾天が日本に留学した期間は 5 年間であるから、3 年の修業年限では 2 年間の余りが出る。なぜそうなの
かは現在のところわからない。

８ ＜表＞ 1918 年（大正 7）専門部 1 科の時間表：東洋大学同窓会『東洋大学一覧』（1918 年）

第 1 学年 第 2 学年 第 3 学年
1） 倫理 4 実践道徳

東洋倫理史
西洋倫理史

4 実践道徳
東洋倫理史
西洋倫理史

4 実践道徳
東洋倫理史
倫理学

2） 教育 4 教育史
心理学

6 教育史
教育学
応用心理学

7 教育学、教授法
実地授業、社会教育

3） 国語及
漢文

6 国語講読
漢文講読

4 漢文講読

4） 哲学 6 論理学
西洋哲学史
印度哲学

6 認識論
西洋哲学史
印度哲学

7 西洋哲学史
支那哲学
印度哲学
社会学

5） 法制経済 3 法制経済
6） 生理衛生 1 生理衛生 1 生理衛生 2 社会衛生学

教育病理学
7） 歴史 1 日本歴史 1 東洋歴史 1 西洋歴史
8） 英語 6 文法、講読 6 講読 7 講読
9） 弁論 2 弁論学及実習

合計 28 31 30
 ※表の中の各学年の数字は授業時間数である。

９ 東洋大学同窓会『東洋大学一覧』（1918 年）p.30
10 内訳は大学部 1 科 10 名、2 科 9 名、専門部 1 科 5 名、2 科 3 名、研究科修了者 3 名である。
11 『東洋大学卒業者名簿』p.12
12 『読売新聞』1919 年 3 月 28 日付、同じ内容が『毎日申報』1919 年 3 月 31 日付に出る。
13 『東亜日報』1928 年 11 月 6 日付
14 李鍾天「仏教と哲学」（『朝鮮仏教叢報』9 号、1918 年 5 月）p.28
15 李鍾天「仏教と哲学」（『朝鮮仏教叢報』9 号、1918 年 5 月）p.28
16 井上円了『仏教大意』（『井上円了選集』5）p.252
17 井上円了『仏教活論本論、顕正活論』（『井上円了選集』4）p.233
18 井上円了『純正哲学講義』（『井上円了選集』1）p.242
19 井上円了『純正哲学講義』（『井上円了選集』7）p.44
20 井上円了『純正哲学講義』（『井上円了選集』7）p.57
21 李鍾天「仏教と哲学（続）」（『朝鮮仏教叢報』9 号、1918 年 11 月）p.33
22 井上円了『純正哲学講義』（『井上円了選集』7）p.44
23 井上円了『仏教大意』（『井上円了選集』5）pp.256-259
24 李鍾天「仏教と哲学（続）」（『朝鮮仏教叢報』12 号、1918 年 11 月）p.37
25 井上円了『仏教大意』（『井上円了選集』5）pp.256-259
26 李鍾天「仏教と哲学（続）」（『朝鮮仏教叢報』13 号、1918 年 12 月）p.61
27 井上円了『仏教通観』（『井上円了選集』5）pp.73-74
28 『仏教通観』第 10 章『起信論』（1904）、『大乗哲学』第 5 講「真如万法関係論」（1905）
29 李鍾天「仏教と哲学（続）」（『朝鮮仏教叢報』13 号、1918 年 12 月）p.63
30 姜栄安著、鄭址郁訳『韓国近代哲学の成立と展開』（世界書院、2005 年）p.22
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善の曖昧さ
─「精神の戦争」におけるドイツ人の教授たち─

ウルリッヒ・ジーク*
翻訳：石原　悠子

　第一次世界大戦に対するドイツ人研究者らの態度はしばしば批判の対象とされてきた。とりわけ大学教授らが国

家を戦時体制に仕立て、外国人嫌いの偏見を伝達するために果たした役割については多くの歴史学者が強調すると

ころである。例えば、ボーフムで教鞭をとっていた哲学者であり歴史学者でもあるクルト・フラッシュは、過激な

国家主義や反西洋の憤りが当時ドイツ人教授たちの間で見受けられたと報告している（1）。しかしながらこのよう

な見解はやや大雑把すぎる見方であり、プロパガンダ戦争の国際的な側面を度外視しているだけでなく、プロパガ

ンディストらの自己理解を誤認するものでもある。さらに、一時期広く一般的であった「ドイツ的なるものの形而

上学（Deutschtumsmetaphysik）」への偏った非難はただ現代の偏見を硬直させてしまうか、あるいは逆の前提の

もとでそれらの偏見を永続化させてしまうだけだろう（2）。

　本稿は「精神の戦争（Krieg der Geister）」について確立されている見解の妥当性を問い、理念史におけるこれ

らの現象を分析するという広範にわたる文脈的アプローチを用いる。戦時中研究者らは細かく計算された議論とい

うよりもスローガンや仰々しい様式にたよっていたために、このようなアプローチはいっそう好ましいと考えられ

る（3）。またそうした状況を受け、われわれ歴史学者らは、あたかもそれ自体は単刀直入な解釈を積極的に拒むよ

うなテクスト群に対する解釈学を考案しなければならないという厳しい立場に立たされている。だがそうであるか

らこそ、受容史を明らかにすることがいっそう重要なのである。なお、問題の世界戦争文献の実際の影響を（少な

くとも現実的に実現可能な程度まで）評価するためには、印刷部数、検閲および配分地区について詳しい知識を得

る必要がある（4）。

　ここでは国家主義的な縮図とみられる三つのテクストを扱いたい。一つ目はエルンスト・リサウアーの「英国に

対する憎悪の讃歌（Hassgesang gegen England）」である。一見しただけではその攻撃的なレトリックと広範な影

響は否定できないものである（I）。二つ目には「九十三人のマニフェスト」を分析したい。「九十三人のマニフェ

スト」は著名な科学者や作家らが署名し、国際的な共感を得る目的で作られたものの、直ちにドイツの自らに対す

る過大評価を表すものとして受け取られた（II）。三つ目にはヴェルナー・ゾンバルトのパンフレット、「商人と英

雄（Händler und Helden）」を考察する。これはドイツ人教授陣に関わる戦争文献に対する今日における見解を形

成したテクストとしてもっとも影響力のあったものである（III）。最後に「精神の戦争」に対するはっきりとした

見解を打ち出す上で支払うべき代償がどのようなものであるのかを問い、その克服の方法について概観する（IV）。

I

　「英国に対する憎悪の讃歌（Hassgesang gegen England）」の作者であるエルンスト・リサウアーはドイツ系同

化ユダヤ人の一人であった。1910 年に亡くなった父のヒューゴ・リサウアーはベルリンの裕福な絹商人であり、

多くの人から慕われ「商業顧問官（Kommerzienrat）」という誇らしいタイトルを保持していた。多くの同世代の

人がそうであったように、1882 年生まれのエルンスト・リサウアーもまた父の財産を自分の知的関心のために利

用し、有名な作詞家となった。だがまわりとは対照的に非常に保守的な世界観を持ち、 ドイツ文化の保存を繁栄な

未来のための必須条件とみていた。さらに、1912 年にあった大規模なユダヤ人ディベートの際には、「道は二つだ

海外研究者招待講演

第１ユニット：日本哲学の再構築に向けた基盤的研究



62 善の曖昧さ─「精神の戦争」におけるドイツ人の教授たち─

け開かれている。一つは移住という道、もう一つはドイツ人になるという道。だが後者の道をとるのであれば、掘

り下げなさい。すべての力、あらゆる方法を使って根付きなさい。ドイツ人になるために自分を教育し、ドイツの

主張を自身の主張としなさい」（5）と強く主張した。このことからすぐに予測できることだが、1914 年の 8 月、リ

サウアーは妬ましい敵に囲まれながら（と彼の眼にはうつっていた）、自らをドイツ国家に捧げたのであった。彼

は 1914 年の英国の連合国側への参入を許されざる裏切り行為とみなし、またドイツが掲げる最高位の文化的価値

観に対する攻撃とみなした。

　1914 年 9 月、やや奇妙な仕方で出版された直後に「英国に対する憎悪の讃歌」は大衆の関心を大いに引いた。

その冗漫な詩は戦争勃発時における英国の不信な行いに対するドイツの憤りを忠実に表現したものとして受け取ら

れた。そのイデオロギー的なメーセージの大いなる重要性とその詩としての平凡さは 次のもっとも有名な箇所か

ら理解されるだろう。

　我々は憎しみを決して抑えることはないだろう

　我々はたった一つの憎しみを持つだけである

　我々は一丸となって愛し、一丸となって憎む。

　我々の敵は一つであり、たった一つだけである、英国よ。（6）

　この詩は当時のドイツにおいて広く受け入れられていた態度をそのままあらわしたものであった。シュテファ

ン・ツヴァイクは『昨日の世界（Die Welt von Gestern）』の中で「憎悪の讃歌」を「弾丸倉庫に落ちた爆弾」と

評してさえいる（7）。それは多少言い過ぎだとしても、リサウアーの詩がすぐに多大な支持を受けたことは疑い得

ない事実である。

　「憎悪の讃歌」は皇帝にも称賛され、国内戦線の雰囲気を作り上げた。戦争勃発後の数ヶ月は街中のいたるとこ

ろで「英国に神の裁きあれ！」「そうであれ！」という掛け声が聞こえたほどであった。作者がベルリン出身の同

化ユダヤ人だということが明るみになってからもとくに変化はなかった。皇帝からリボン付きの赤鷲勲章が授与さ

れ、バイエルン王太子とともに皇帝は軍部における詩の普及を保証した（8）。ユダヤ人であるリサウアーに対する

汎ゲルマン主義者らによる罵倒は影響力を持たなかったのである。にもかかわらず、「憎悪の讃歌」は永続的な効

果を持ち得なかった。そうした背景にはドイツのアカデミックな中流階級の教養市民層（Bildungsbürgertum）の

影響があった。教養市民層の考え方や態度はおおむね世論を形成していたのだが、彼らは中央同盟国が人類の理想

のために戦争をすすめていると固く信じ、そのため敵を悪魔化することに原則的に反対していたのである。影響力

のあるユダヤ人知識人はさらに一歩先を行き、たとえば六十人のドイツ系ユダヤ人の世論指導者をインタビューし

たビンジャミン・シーゲルによれば、「憎悪の讃歌」を真に「ユダヤ的」とみなしたのはそのうちたった一人だけ

であった（9）。大敵なる英国の中傷よりも普遍的な倫理的価値の方が重要であるというのが共通の見解だったので

ある。

　戦争が続く中、その愛国的な詩が「騎士道的なドイツ文化」を否定するものであるという理由でリサウアーは次

第に望まれない人と化していった。こうした評価は驚くほど一面的なものであったが、それによってリサウアーは

結果的に追放され、また反ユダヤ主義者たちにとって好都合な結果をもたらしたのであった。同時にリサウアーに

対するそのような評価は、説明が必要とされていた連合国のドイツに対する破滅的なイメージの身代わりにもなっ

ていた。また、彼のような急進的な国家主義的政治思想は当時リベラルなドイツ系ユダヤ人の間ではめずらしかっ

たため、リサウアーは反ユダヤ人主義による中傷合戦の標的ともなった。多くの教養ある中流階級の人々は、学校

や大学での教えの影響でドイツ文化に対する理想的な理解を好んでいた。ドイツの教養市民層がどれほど自分たち

のことを高く評価していたかは 1914 年 10 月 4 日に出版された「文化的世界への懇願」から見て取ることができ

る。九十三ある署名のすべては著名な知識人によるもので、それは「ドイツ理念」の推進を求めるものであった。
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II

　ルターのテーゼを彷彿させる文体を意識的に用いた「九十三人のマニフェスト」も同様のプロパガンダに直面し

た。ヴィルヘルム二世はかのアッティラ大王とは反対に平和の王子であり、その公平さは二十六年の統治期間にお

いて何度も証明されてきた。ベルギーで戦争犯罪を犯したという非難は──ドイツ国家の生存権を確保するために

中立性は犠牲にしなければならなかったため──、不当である。さらに「ドイツ軍国主義」は──それなしには

「ドイツ文明はとっくに絶滅していたであろう」ため──、名誉ある称号であった。それとは対比的に英国やフラ

ンスの欺瞞的な性格は、ロシアやセルビアといった不正な国家と同盟を結んでいたことや、先住民に自分たちの居

留地を「白色人種に対して」確保するように煽動していたことから明確に見て取ることができた（10）。

　マニフェストの過激な口調ゆえに、歴史学者たちは長い間その政治責任を非難してきた。フリッツ・フィッ

シャーはウルリッヒ・フォン・ヴィラモーヴィッツ＝メレンドルフをその著者であり、プロイセンの貴族でもあ

り、また保守的な古代ギリシア学者であると見なした。しかしながら実際には、その世界的に有名なベルリンの教

授はただマニフェストに署名しただけだったのである（11）。マニフェストの原点は世紀の変わり目に皇帝の後進的

な文化政策に強く反対したリベラル左派に求めることができる。ベルリンのゲーテ連盟（Goethebund）の会長で

あったルートヴィッヒ・フルダが第一草稿を書き、国家主義的な作家であるヘルマン・ズーダーマンが多くの重要

な議論を提供した。ドイツですでに何十年も活躍していた画家マックス・リーバーマンや作家のゲアハルト・ハウ

プトマンもマニフェストに署名し、さらにいっそう驚くべきはドイツ学者たちの間での反響であった。

　人文科学の分野でも広く尊敬されていた多くの教授陣が署名していた（12）。有名な神学者でありカイザーウィル

ヘルム協会の会長でもあったアドルフ・フォン・ハルナックのほか、哲学者ルドルフ・オイケン、ヴィルヘルム・

ヴィンデルバント、マックス・ヴント、また経済学者のルヨ・ブレンターノやグスタフ・シュモラーらも署名した

著名人の中に含まれていた。また科学者たちでさえも抑制されていなかった。マールブルクの教授であり 1901 年

第一回ノーベル医学賞の受賞者であるエミール・フォン・ベーリングのほか、パウル・エールリヒ、フリッツ・

ハーバー、エミール・フィッシャーやコンラート・レントゲンなどの世界的に有名な学者らも署名を捧げた。彼ら

は皆ノーベル賞を受賞していた。フリッツ・ハーバーも、連合国から毒ガスの使用の責任者として非難されていた

ものの、ついに 1918 年には受賞した（13）。

　アルバート・アインシュタインのような平和主義的な考えはアカデミック界においてはあまり一般的でなかっ

た。むしろ緊急時には母国を守ることが万人の義務であるという考えが流布していた（14）。「九十三人のマニフェス

ト」に署名した多くの教授陣は政治的に保守的であったわけではなく、一般的にリベラル左派や国民自由党に対し

て同情的であった。国のために立ち向かう彼らの意思は強いものであったが、成功するプロパガンダの背景につい

ては少しも考えようとしなかったのである。

　すぐにマニフェストは十カ国語に翻訳されたが、当時のドイツ軍事機構のもとではその影響は破壊的であった。

同盟国や中立国の観点からすれば、 ドイツ軍がベルギーで犯した残虐行為について前線から遠く離れた学者たちが

知る由もなかったのである。マニフェストの口調は思い上がった態度とみなされ、とりわけ当時の出来事を正当化

するために作者らが引用した「ゲーテ、ベートーベン、カントの遺産」という文句がそういった態度をあらわして

いるとされた（15）。このような政治的関心に基づいた哲学的装飾に対する批判は当時でも妥当性を持ち、今日にお

いてもいまだ妥当する。しかしながら、歴史的な状況についての十分な解釈抜きにしては、このような批判は網の

目のような出来事の系列の重要な側面を覆い隠しかねない。

　同盟国によるプロパガンダのその攻撃的な性格と同時にそのプロフェッショナリズムはいずれも学者たちのドイ

ツ文化への過度な同一化をすすめる大きな材料であった。アンリ・ベルグソンによる 8 月 8 日の非常に雄弁な陳述

もその一つである。彼はフランス国家の内的統一を賛美し、「野蛮」に対する「文明」のための戦闘準備を命じ

た（16）。さらに英国のマスコミがドイツ人を「フン族」と定型化したこともその一例であろう。タイムズ紙もまた

──それまではどちらかと言えばドイツびいきだったのだが──視覚化するのに適していたということも相俟って

とくにそのステレオタイプを好んで用いていた（17）。今日でさえもその影響力は保ち続けられているが、それとは

対照的にドイツ人教授陣と彼らの反英国プロパガンダは同様の成功を収めることはできなかった。
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　しかしながら、このことは第一次世界大戦において「ドイツ理念史における特殊な道（deutschen Sonderweg 

in der Ideengeschichte）」があったことを意味しない。このような考えはプロパガンダ戦争が国際的な出来事で

あったことを度外視している。当時は対立する議論に反論し自身の立場を宣伝することがとりわけ重要であった。

また、「ドイツ理念史における特殊な道」という考えは「ドイツ的な性格」を賛美することを好んでいたが、逆に

そうした考えそのものがそうした性格を損なっていた。そしてついにはそうした考えは経験的に実証することがほ

ぼ不可能であるような大胆な連続性の思い込みを招くのである。彼らは時々「精神の戦争」と「1941 年以来の東

の戦線におけるゲリラ戦争」との間の直接的な関係を示そうとする（18）。しかし第一次世界大戦における理念史で

さえもそれ自身の前提において理解されるべきである。ドイツにおいてどれだけの人が実際に同盟国によるプロパ

ガンダから学ぼうとしたかは、当時もっともよく読まれていた社会学者ヴェルナー・ゾンバルトから知ることがで

きる。

III

　1915 年の 2 月、『商人と英雄』において不親切な口調で語り出したのがヴェルナー・ゾンバルトであった。経済

学者であり自己マーケティングにおいて天才的であったゾンバルトは、大戦について過熱したディベートが繰り広

げられる最中においては極端な単純化が唯一にしてもっとも効果的な武器であると知っていた。そのため、彼は英

国人を勇敢なドイツ人によって身の程を知らされなければならない欲深い商人として描き、また、「戦争とスポー

ツの混乱」に対して激しく反論し、原子化した英国社会と社会的なドイツ共同体を対照的に描いたのであった（19）。

　ゾンバルトの著作は主にイデオロギー的な再武装化の役割を担っていた。若いドイツ軍人らに「今後の将来にお

けるドイツの敵を見つける方向性」を示すというものであった（20）。そこにおける敵の描写は過激なものであった。

英国は世界を絞め殺そうとする巨大な蛸として描かれていた（21）。長い目でみたとき、英国の商人が快適な暮らし

という理想を宣伝することには無理があった。 人間の文化に対する純粋に功利主義的な理解は多くの人にとって

はあまりに表面的なものとして受け取られる。未来はむしろ、より危険な人生に対して尻込みせず、また自分たち

の仲間すなわち国民（Volk）と深く結びついているような英雄の手中にあったのである。

　今日までゾンバルトの著作はドイツアカデミック界における優越主義の典型としてみなされ続け、その成功はた

びたび取り上げられてきた。偶然にも彼の無節操な憤りの表現に気分を害していた同僚らに対して最初にして最大

の不満を抱いたのが「サロン・マルキスト」らであった。リベラル左派は確固たる英国びいきゆえに彼の偏見に満

ちた例には傾かなかった（22）。ただし、亡き兄を国民的ヒーローとしてマーケティングすることに必死だった エ

リーザベト・フェルスター＝ニーチェのいるワイマールにおいては、ゾンバルトの考えや議論は多大な関心を引い

た。英国の文明化の堕落はエリーザベト自身の策略と合致し、またニーチェの愛国心を押し進めるためのいい機会

となった。何と言ってもゾンバルト自身彼女の兄を「ドイツ人民の最後の詩人および予言者」と呼び、また彼の軍

事的態度を力強く強調したのであった（23）。

　しかしながらニーチェの思想の政治的利用に対する矛盾は強烈であった。第一に、これらは「喫茶店ライター

（Cafehausliteraten）」と彼らの敵が呼ぶところの表現派の作家たちによるものであった。このことはニーチェの妹

による「純粋なるドイツ人としてのニーチェ（Deutschsprechung Nietzsches）による占領」というものに反論し

たフランツ・プエムファートの論説において論証される（24）。今日までこのテクストは第一次世界大戦における

ニーチェ受容の変化を説明するために用いられてきた。しかし誇張表現は避けなければならない。エリーザベト・

フェルスター＝ニーチェの決断はニーチェアーカイブの政治的方針にとって決定的であったかもしれないが、この

ことはこのような過激な考えがドイツアカデミック界の大多数においては受け入れがたいものであったという事実

を隠蔽してはならない。

　想像を超える数の戦争犠牲者を抱える中、結局のところすべては何らかの意味づけを見出すことに終始してい

た。歴史的な連続性を理解することができる人のみ、よりよい未来への道を知っているかのようであった。そのた

めぞんざいなコメントや無愛想な態度は従来歴史学者たちが言うほど要求されてはいなかった（25）。また、われわ

れは人間が安定性を求める傾向を過小評価してはならない。とりわけ国家主義的な概念は、崩壊が目に見えていな
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がらもそれを受け入れることのできない世界における永久性を保証しようとしていたのである。こうした背景にお

いて、イエナ出身のネオイデアリストであるルドルフ・オイケンのような「精神の戦争」における重要人物が登場

した。この高尚で名誉ある人物の思索において ルター、カント、フィヒテがドイツ哲学の祖先として認められた。

彼らの人間主義的な考えは抑制がきかなくなった近代よりもはるかに優位であると考えられたのである。この知的

伝統の重要性から彼は戦争の結末がドイツに傾くと結論づけたのであった（26）。

　しかしながら、このことはオイケンのドイツ文化に対する高い評価が普遍的な共感はもとより西洋の国々におい

ても共感を呼ぶことを意味しなかった。むしろ反対に、ドイツの知的伝統の英雄たちはひどく嫌悪されていた。特

に軍隊への厳粛な責務の支持者とされていたカントや、思い上がりの予言者とみなされていたフィヒテは多くの場

合は絶対的な拒絶の対象とされていた。例えばアメリカのプラグマティストであるジョン・デューイは、ドイツ観

念論におけるひどく豪胆な自我哲学と同盟国の掲げる過剰な戦争の目標が密接に関連していると論じた（27）。こう

した彼の主張は言うまでもなく根拠がなく、真面目な学術的議論においては歯が立たないものであるが、こうした

論説は「精神の戦争」においていかに様々な主張や非難が飛び交い、またいかに白熱した議論が繰り広げられてい

たかということを示すには十分である。ドイツアカデミアは自身の「善意志」を誤って信頼してしまったのであ

る。プロパガンダ戦争という状況下では、カントの概念は自分たちの主張を実証するという目的か、あるいは政治

的状況を曖昧にするためだけに用いられた。規範的な倫理における正当化原理としての「善意志」という考えは説

得力を失った遺物と化し、遅くとも 1918 年には時代遅れのものとなっていた。

IV

　終わりにいくつかの結論をまとめてみたい。「精神の戦争」に対するはっきりとした見解を維持するためには、

われわれは大きな代償を払わなければならない。というのも、そこにおいてわれわれは──批判的ではあるが──

国家主義的な主題を繰り返しているのであり、またそのことで──意図的ではないが──その存続に貢献している

のである。同時に、われわれは世界戦争文献の文脈的な性格を低く見積もっている。これらの文献は一見するとほ

かの解釈の余地のないことを述べているかもしれないが、それは表面上のことである。検閲を十分意識しながら

も、また市民の停戦を第一の目的として掲げながらも、なお書き手たちは国内の政治を動かしたいと欲していた
（28）。これらの著作を正しく理解する前に、われわれはまずカモフラージュされたコメントやイデオロギー色のか

かった表現を解読しなければならない。

　私見では、世界戦争文献のよりよい理解のためには次の二つのことが重要である。第一に、われわれは曖昧さに

より注意を払うべきである。例えば、ヒューストン・スチュアート・チェンバレンがもっともよく読まれたドイツ

プロパガンダライターであった（彼の本は 100 万部以上売れたのである）という事実の理由については広く知られ

てもいないし、また十分に説明されてもいない。たしかに皇室とのつながりや出版元であったミュンヘンのブルッ

クマン出版社のプロフェッショナリズムは確実に彼に有利に働いた。しかし極めて重要な点は別のところにあっ

た。リヒャルト・ワーグナーの義理の息子であるヒューストン・チェンバレンは、教養（Bildung）というプロテ

スタントの伝統を賛美していたオイケンよりも、また文化的な悲観主義で武装された英国攻撃に集中していたゾン

バルトよりも、単純に読者に提供するものが多かったのである。チェンバレンは商品に対する英国精神について記

述する際に 反ユダヤ主義色のかかった言語を用いていたが、検閲は問題なく切り抜けられながらもなお過激な右

翼派には簡単に理解できるようにと工夫していた 。と同時に、危機的な状況における自己完結した世界観に特徴

的であるように、彼は堂々と自身の考える哲学史に矛盾するような事実をすべて度外視し、そのことによってその

魅力を保持しようとした（29）。

　第二に、この過酷なプロパガンダ戦争における、散漫する力関係により注意を払うべきである。知識人らは最初

の時点で粗い国家主義的な言動に頼っていたために後々身動きができなくなっていた。そのため、理念史の解明に

おいても「大戦争」を形成していた「内在的なロジック」の分析が欠かせない（30）。一例をあげると、「ドイツ軍国

主義」への大胆な傾倒は破壊的なステレオタイプをあおり、さらにはドイツの過去についての歪曲を手助けし、唆

していた。こうしたことから、 少なくとも国家主義的な偏見の扱いには十分気をつけなければならないことがわか
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るだろう。そしてこのことは今日においてもなお言えることである。

＊ここにおいて Anne C. Nagel 氏と Michael Seelig 氏にその建設的な批判と貴重なコメントをいただいたことに

感謝申し上げる。またドイツ語原稿から英語へ微妙なニュアンスを捉えた翻訳を手がけてくれた Wolfram 

Kändler 氏にも感謝申し上げる。
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理性と経験．スピノザ哲学の方法について

ピエール‐フランソワ・モロー
翻訳：渡辺　博之

　スピノザ哲学の“方法”について語られるときは、もちろん『知性改善論』（Tractatus de Intellectus Emendatione）

のことが考えられている。『知性改善論』は、方法の問題がはっきりと提示されている著作であり、それゆえ彼の

読者たちはしばしば「方法に関する論考」として読んだ（かくしてチルンハウスは、彼らの書簡の最後のやりとり

のなかで、方法に関する論考をスピノザに求めている）。とはいえ、古典主義時代のはじまりにおいて、方法に

よって何が理解されたのかを知っておかねばならないし、またスピノザのテキストの上に、デカルト的方法のイ

メージを重ねるがままにしてはならない。このテキストの中では方法に関する考察がなされていて、デカルト主義

者たち、あるいはデカルト主義から遠く離れていない、そのような潜在的な読者たちにこの考察が向けられている

ということが、たとえ真だとしてもである。例えば、16 世紀における『方法について』（De Methodo）と題された

諸著作のひとつ―異端のプロテスタントであるアコンティウス（Acontius）のそれ―は、学問のための方法を定義

することではなく、より厳密に言うと宗教的論争のための諸規則を定めることを目指していたことが、想起されね

ばならない。つまり救済についての討論において、争いを好む心（「サタンの策略」）により惑わされないための諸

規則を定めることである。スピノザにおいてもまた、方法とは救済へと導くものであるという考えが、もちろん非

常に異なった形式の下で、再び見出されるであろう。

　この方法に関する論考はどのように提示されているのだろうか。まず、実際にはテキストの半分を占める長い序

説がある。この序説は、まさしく、日常の生活は人を満足させるようなものではないこと、そしてわれわれはある

最高善へと自身を向け変えなければならず、それゆえ最高善へ到達する方法をはっきりさせねばならない、という

ことを説明する。続いて、方法に割り当てられた二つの部分が来る（方法の第二部は完成されなかった）。それゆ

え、方法を練り上げることによってわれわれを最高善の認識へと導くと語り、そして実際には方法を提示する最中

に中断されたテキストをわれわれは眼前にしているのである。

　序説それ自体は、いくつかの段階を経て進行する。ここでわれわれの関心を引く最初のものは、（カッコつきで）

「回心の契機」と呼ばれうる何かである。

　冒頭の文から始めよう。「共同の生において通常見られるもののすべてが空虚で無価値であることを経験によっ

て教えられた。」1 ここには本質的な二つの語がある。ひとつは「経験」という語、もうひとつは「生」あるいは

より厳密な表現だと「共同の生」という語である。この二つの語を細かく見ていかねばならない。

　ここでの「経験」という語は何を意味しているのか。明らかに、科学的実験が問題となっているのではない。

『知性改善論』冒頭の語り手は、物理学者とも、また学者とも、自分を提示してはいない。また後のほうでスピノ

ザが語るであろう「漠然とした経験」が問題となっているのでもない。事実上、語り手と彼の全ての可能な読者、

すなわち各人全てが、日常の生、共同の生に属する事実の単なる集積から学びうるものが「経験」という語によっ

て理解されねばならない。それゆえそれは、個人という限定なしに、各人が他人と分かち持つものである（もしそ

うでないなら、ひとは自伝の中にいることになるだろう。そしてこの自伝は説得力を持たないだろう。もしひとが

それを納得させたいならば、それは全ての者に知られた事実にもとづいていなければならない）。それゆえ事実上、

ここで経験の意味を決定するのは「共同の生」という表現である。非常に重要であり、また明記されねばならない

のは、もっと後に『エチカ』の末尾で「高貴にして稀である」と名指されているものへと導こうとするこの論考

が、まさしく、最も共通なものから始まっている、ということだ。経験とは、ここでは出発点のこの共同性を意味
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する。そして、何らかの仕方で、この語は常にこの意味を持つだろう。たとえスピノザの後の著作において、歴史

について、諸情念について、あるいは言語について、また永遠性について彼が語る時に、この語がある別の身分を

持ったとしてもである。

　それでは、この始まりの一節のもうひとつのキーターム、すなわち「生」という語は、いかにして理解できるだ

ろう。「生」という語を、自明な語として受け取ってはならない。むしろこの語を同時に、自明な語として、また

冒頭の全叙述を構造付けるテクニカルな語として、受け取らなければならない。実際、もしこのテキストの最初の

３ページを足早に見渡してみれば、このテキストは、日常の「生」での諸々の出来事について語る文から始まって

いる。その文のすぐ下では、新しい生に関する、ある「企て」（insititutum）について語られている。この新たな生

は、日常の「生」を導くものと両立可能なものであるかどうかが問い尋ねられている。そして「生」の中での、最

も頻繁な出来事について再説される。もし名誉の観点から自らの生を組織しようと望むのであれば（要するに社会

的諸関係の観点から）他の人間を見る仕方に従って自らの「生」を導くようになるだろう。この節のなかで、スピ

ノザは三回、この新たな「生」という観念について再説している。またその結果、彼は、自らの「生」を再組織し

ようと探求する者と「死に至る伝染病」に侵された病人との比較へと連れて行かれる。言い換えれば、生の観念が

見出されている冒頭のテキストの２ページ後では、「死」の観念へとひとは至るのである。ところでこの死の観念

が強調するのはわずかなことである。死に至る伝染病に感染した後では「差し迫った死」について語られる。そし

て続く節では、日常生活の中に善を求めたがゆえに、死に脅かされた人たちの例が与えられている。すなわち富を

求めた者たちは、迫害と「死」に苦しみ、そして彼らの「生」により、彼らの狂気の代償を支払った。また名誉を

獲得するために、または名誉を維持するために、非常に悲惨な目に遭った者たちがいる。また、快楽への過度の愛

着が死を早めた者たちがいる。それゆえ、これら三つの善をもっぱら探求するようなことは拒絶しなければならな

い。そして滅びることがありえないような別種の善を求めねばならない。それが滅びうるものであると気づいた時

に悲しみに落とされることのないような善を求めねばならない。そして、一つの「新たな生」（スピノザはこの語

を繰り返している）の真なる企てへと与することを許す三つの異なったタイプの善の比較が最後に来る。

　それゆえ、これら最初の数節には、すなわち厳密な意味においてではないが回心の物語として現れている行文に

おいて、スピノザが経験の概念から出発し、主にこの生という概念をめぐって、第二に、テキストの半ば以降、死

の概念および滅びうる対象の概念をめぐって、みずからの思索を組織立てていることを見て取れる。このことは、

理性に導かれた人間は決して死について思考しないと『エチカ』の中で書いた哲学者の口から出たものとしては奇

異に映るかもしれない。しかしながら、明らかに、すでに理性により導かれた人間が、ここで問題になっているの

ではない。読者は過去形の物語に関わっているのである。語り手は、真なる善である何かを探求するために、変わ

り行く生に属する諸々の善からみずからがどのようにして離れていったのかを、われわれに語る。当初、この真な

る善がいかなるものであるのか、語り手にはまったく分かっていない。その善は、日常の生に属する諸々の善が生

じさせる失望から出発して、否定的に描かれるだけである。

　いかなるタイプの生が現れることになるのかを知るために、しばし回心の行程へと戻ろう。これら最初の数ペー

ジの中に出現するものは何か。最後の数節において生が死と対立させられていることからして、生についての何ら

かの考察である。自らの生を維持するとは、死なないこと、消失しないこと、危険にさらされないことである。そ

れゆえ、ここに見出されるのは、動物的な存在の延長としての生という、いわば生に関する最小限の定義である。

死の反対物としての生、すなわち語の最もありきたりな意味での生という定義である。この意味での生は人間の本

性と動物の本性に最も共通なものである。この意味での生は、人間の存在の生理学的基礎として、また人間の活動

がその上に構成される第一の素材として、自然が人間に与えたものである。

　しかしながら、最初の文章を見ると、問題となっているのがこの意味での生だけではないのは明らかだ。スピノ

ザが「共同の生において通常見られるもののすべてが空虚で無価値であることを私は経験によって教えられた」と

言うとき、生物の意味での生だけが問題となっているのではない。むしろ問題になっているのは、生きられたもの

という意味での生と言いうるだろう。血液の循環や呼吸の単なる継続、つまり生物学的、有機体的な諸現象ではな

い、別の事象が重要である。すなわちここで「私」と呼ばれる個人、また明らかに、その私が語りかけている読者

たちが、彼らの生の中に連続性を持っているという事実が重要である、またこの生のうちに幾つかの事象が到来す
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るという事実が重要である。「通常見られるもの」とは、生物学的な秩序にまったく属さない出来事が起こる、そ

のような生を含意している。動物的な生だけなく、ある自伝を、ひとは語りうる。その中では、自らの生をこれま

でと同様に継続しうるし、あるいは反対に、ある瞬間に、自らの生を変えようと決意しうる（新たな「企て
institutum」）。それゆえに、まさしく、生という語は、単に死に対立させられた有機体的な生から、ある個人へ到来

する諸々の出来事の連続体である限りにおける生へ至る通路の上にある。語り手は、過去の極めて多くの瞬間を思

い起こす。過去とは、まずはいわば反省の対象となることのない時の流れであり、その中で、日常の生の様々な出

来事に語り手は身を委ねていた。これらの出来事とはどのようなものなのか。これらは非常に変化に富んでいる

が、三つの主要なものに帰着させられる。スピノザがその三つを考え出したわけではない。道徳的なレトリックの

すべての伝統が、彼に先立ってそれらを枚挙している。すなわち、快楽、名誉、富である。快楽とは、身体へと無

媒介的に到来しつつ、しかし身体にだけ到来するのではない、そのようなもののすべてである。名誉とは、人間の

間の関係であり、それゆえとりわけ政治の場面での関係である。そして富とは、金銭であると同時に、金銭で得ら

れるもののことである。実際、日常的で通常の生のなかで、人間たちが欲しうるものすべては、これら三つの主要

な項に帰着する。日常の生に属する三つの欲望のなかに、最高善はない。この語は口にされていないし、回心の行

程すべての間、この語が口にされることはないだろう（宗教的な最高善も、哲学的、あるいは道徳的な最高善も言

及されることはない）。また、知ることへの欲望が言及されることもない。このことは強調されねばならない。と

いうのも、人間に固有なものとは「理解すること intelligere」であるというのが『エチカ』の教えであるのだから。

ここでは、知ることへの欲望は、第一のものではない。明らかに、この欲望は、人間の生の根本的な動因には属さ

ない。論考のすぐ続きで、すぐにこの欲望を見ることとなろう。だがこの欲望は反省の産物でも反省へと動かす原

因でもない。理性に属する欲望は、そこにはない。そもそも「理性 ratio」という語は（末尾付近の例外を一つ除

けば）、少なくとも理性という意味では（「関係」や「比例」の意味でのこの語は見出される）、この論考の中には

決して現れない、ということが注意されねばならない。

　語り手を反省へと動かす動因とはどのようなものなのか。それは完全に内在的な動因である。すなわち語り手

が、ある特定の瞬間において、自分が不満足な状態にあることを見出し、またこの生の中で出会うものは虚しくて

儚いことを見出した、そのような日常の生の展開それ自身が作り出す動因である。日常の生に属する諸々の善は、

諸々の希望を与えるが、その希望をつねに与え続けるわけではない。いくつか例を挙げれば、次のようになる。富

を求める者は、それを失うかもしれない。快楽を求める者は、それを得られないかもしれない。名誉を求める者

は、権力を得られないかもしれないし、時には虐殺されるかもしれない。こうして、人はこういったものを手に入

れることもあれば、手には入れたが失望することもある。手に入れかつ失望を味わわなくても、それらを失うこと

もある。そして、それらの善を失う時、またあまりにそれらに執着する時、時としてまさに生命を失いうるのであ

る。こういったことはすべてスピノザが考え出したものではなく、弁論術や通常の道徳的な言説に由来するものす

べての中から彼が汲み上げたものである。スピノザの独自性は、彼がこの汲み上げたものを活用した点にある。語

り手を変わり行く生から引き離す道筋をつけるために、彼は、変わり行く生に属する諸々の善が失望をもたらすと

いう性質を利用する。回心という語をカッコつきでしか使用できないのは、このためである。もしそれが回心であ

るというのなら、その回心は純粋に内在的なものである。そこに外部からの呼びかけはないし、最高善が自らを顕

わすわけではない。それゆえ、この移行すべての内で、変わり行く生に属する諸々の善のことを、なぜスピノザは

誤った善と呼ばないのかが理解される。それらを誤った善と呼ぶためには、それと比較されうる真なる善を、すで

に所持していなければならないからである。ところが、正確に言えば、起こっていることは逆さまで、（快楽、富、

名誉といった）日常の生に属するこれらの善に、ひとは満足しないがゆえに、ある別の善を見出そうと切望するこ

とになる。この別の善は、日常の生に属する諸々の善のように希望を与え、しかし日常の諸々の善とは異なって、

その希望を与え続けるだろう。それゆえこの別の善は、滅びうるものの秩序には属さないだろう。この序説におい

て描かれた道程の始まりにおいて、語り手は、自分がそれを求めているということ以外には、真なる善のことを何

も知らない。そこには啓示はないし、求められている確実性には未だ内実が欠けている。それゆえ、真なる善を求

めることをためらうすべての理由が、そこにはある。変わり行く生に属する諸々の善は、その不愉快さがどんなも

のであろうと、少なくとも入手可能であるからである。他方で、探求されている真なる善は、存在するかどうかが
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全く知られていない。真なる善よりも、日常の生に属する諸々の善のほうに確実性があるように見えるのは、その

ためである。かくして、不確実性の長い期間が展開する。その期間中、自らの通常の生を継続することと、ある新

たな生を始めることとの間で、あるいはまた、両者の共存へと至るのは不可能であると納得するまで両者を共存さ

せようと試みることとの間で、語り手はためらう。真なる善の探求の場へと、語り手を決定的に転換させるのは、

変わり行く生に属する諸々の善は可死的で消失しうる、というその性質についての考察である。変わり行く生に属

する諸々の善は、滅びうるだけでなく、またそれらを求め執着するものを、死に至らしめることができる。すべて

を省察するまさにそのことですべてのものを不確実性と魂の苦悩から明瞭に離れさせる、このことを認めること

が、ある別の善への切望を実効的なものとする唯一の手段であろう。したがって、誰もそれを知らなかった最高善

は、確実性の新たな段階を獲得する。最高善に達するには、所与のものに甘んじることはできない。この所与を一

つの方法に従って再組織せねばならない。この方法の諸々の性質を枚挙せねばならない。論考の続きは、これに割

り当てられるであろう。

　知ることへの欲望が最初のものではないのと同様に、神という語はこの行程には不在である。純粋に内的な回心

が、ここでは重要である。同じく、たとえスピノザが神についてではなく、最も完全な存在者について語っていた

としても、この最も完全な存在者は、論考の最初の行程ではいかなる役割も演じていない。われわれを回心の方へ

と呼びかけるのはこの最も完全な存在者ではないのだ。その反対である。われわれが自分を回心させたがゆえに、

また真なる善を求めようと試みたがゆえに、それに続いて、われわれは最も完全な存在者の観念に出会うのであ

る。それゆえ、それは宗教的な言説の反転であると言いうる。

　要約しよう。『知性改善論』という、スピノザ哲学へのこの導入部では、哲学することへの自発的な欲望とか、

知ることへの欲望あるいは真なるものへの切望などから出発するのではない（ここでスピノザはアリストテレスか

ら最も離れている。アリストテレスにとって、人間とは、本性上知ることを欲するのである 2）。最も自然な経験、

共同の生の経験から出発するのである。この共同の生の経験は、期待外れに終わる類いの諸々の善を求めさせる。

最高善の探求および最高善に到達するための方法の構築へ（生と死についての反省により、またわれわれの生を

「企てる instituer」能力についての反省により）われわれを歩ませるのは、この失望のメカニズムそれ自体である。

この共同の生の経験は、二つの意味で「自然的」である。一方で、人間が他の生物と本性上分有しているものの中

に、この共同の生の経験は根を下ろしている（生理学的な生）。他方で、人間本性に特有なものに、この共同の生

の経験は支えられている（社会的組織としての生がそれである。そしてこの共同の生の経験は、個人にとって非常

に決定的であり、かくして救済という観念を垣間見るやいなや、彼はこの観念を他人と分有しようと努めるのであ

る 3）。

　それゆえ「経験 experientia」及び「生 vita」と並ぶ三番目の語がある。この語は、この時期のスピノザの思考空

間を描き出している。それが「自然 natura」である。この語は『知性改善論』では二回現れる。何かの「本性」が

語られるときには、その何かの本質が名指される。本質は、その何かにおける根源的なものであり、また定義に

よって表現される。さらに、別の一節では「自然 Natura」によって、個体の本質ではなく、宇宙の諸法則を特徴

づけるものが理解されている。もう少し先のところで、スピノザは「自然の諸法則 leges naturae」について語って

いる。完全性と不完全性を対立させる先入観を批判するとき、彼は（未来形で）「特に、生起する一切のものは永

遠の秩序に従い、一定の自然法則に由って生起することを我々が知るであろう後は」と付け加えている（「自然の

諸法則」の認識は、それとして名指されてはいないが、このテキストにおける理性の登場である）。それゆえ自然

は、われわれの進化のはじまりに属している。この進化の始まりにおいて、生と、人間の生としてのその種別化

を、自然はわれわれに与える。だが続いて、方法が、真理への欲求をわれわれに獲得させ、それゆえこの自然の諸

法則を私たちに認識させるとき、自然の認識はこの進化を強化する。しかも自然とは、最高善そのもの、すなわち

人間が最終的にそこに到達すべき上位の本性ではないだろうか。「ところで、この本性がどんな種類のものである

かは、適当な場所で示すであろうが、言うまでもなくそれは、精神と全自然との合一性の認識である」4。最高善

とは、自然と人間との合一ではなく、この合一の認識であるということに注目すべきである。またそこで述べられ

ていることは、『エチカ』で「包括的把握 intelligere」としての最高善について述べられていることから、さほどか

け離れているわけではない。この文は、実のところ、人間と自然全体との合一が目的ではないということを含意し
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ている。この合一は所与であり、われわれがそれを知っていようといまいと、われわれは自然と合一しているので

ある。神秘主義的な、あるいは汎神論的なスピノザ解釈においては、しばしば、『知性改善論』の著者が求める目

的とは神あるいは自然との合一であるとされている。実のところ、ここでスピノザが述べているのは、次のような

ことである。つまりこの合一は、各々の個体と自然の他の部分との関係、すなわち産出と因果性の関係によってす

でに与えられている、ということである。たんに、この所与の状態において、因果性の諸関係は存在しているのか

どうか、われわれがこの点を認識していないだけである。それゆえ最高善とは、この合一の認識であろう。すなわ

ち、われわれの持っている認識に先立って存在するこの因果性を、知性によって統御することであろう。ここでは

理性と命名されているわけではないが、理性すなわち「知性認識すること intelligere」の遂行者の使命は、ここに

存するであろう。

　「しかしまず何よりも先に、知性を矯正し、出来るだけはじめにこれを浄化して、その結果、知性がものを首尾

よく、誤りなしに、そして出来るだけ正しく理解するようになる方法を案出しなくてはならない。」5 それゆえ、

方法の第一の責務は「知性の改善 emendatio intellectus」となる。知性の改善こそが最高善への歩みの鍵として現れ

る。それ以降、われわれは実効的に、真の観点から、また「知性 intellectus」の観点から、自らを見出すのである。

いまやわれわれは、知ることへの欲望のもとにあるし、また方法を知ろうとする欲望のもとにある。われわれは、

善とは何かという問いから出発した。すなわち、変わり行く生に属する善、真なる善、つまり滅びうる善、滅びえ

ない善、要するにわれわれを破滅させる善、われわれを破滅させることのない善、等々についての問いから出発し

た。そして変わり行く生から真なる善への移行についての反省は、われわれを自然の認識という観念へと導いた。

また諸学を発展させること、まずは知性を改善することという観念へと導いた。言い換えれば、この論考の中心的

な主題として現れるであろうもの、すなわち知性の改善と真なるものの探求、したがって方法に関する問いは、当

初からの主題ではなかったのである。この長い序説のすべてが、倫理的な問いから認識論的な問いへと移行するこ

とに役立っていた、ということになるだろう。知ることへの欲望は、第一の欲望ではない。知性を改善しようとい

う欲望もそうではない。われわれが知ることへの欲望を抱き、そうして知性を改善しつつ知の方法を見出す欲望を

抱くのは、それがわれわれ自身を真なる善へと方向づけるからであり、それ以外ではない。ここでわれわれは、ス

ピノザとベーコン、またデカルトとの相違をはっきりと示すことができる。ベーコン的なまたデカルト的な世界で

は、あたかもすべては知ることへの、また諸学を構築することへの欲望が、第一のものであるかのように経過す

る。知ることへの欲望は、スピノザにおいては派生的なものとして現れる。本質的ではあるが、しかし派生的なも

のなのである。しかしながら知ることへの欲望がひとたびそこに現れるや、長きにわたって、この論考の続きすべ

てにわたって、またスピノザの著作のすべてにわたって定着することになる。ひとは後になって、この知ることへ

の欲望が、明らかに善と一体化することを見ることになるだろう。しかしながら、あらかじめこの欲望を知るとい

うことはありえないのである。

　『知性改善論』が描き出す経験の世界は、それゆえに、十全な観念を探究する方法とか、十全な観念を虚構され

た観念や偽なる観念また疑わしき観念と区別する方法というような、方法の領域となる。『神学政治論』や『エチ

カ』といった、スピノザの後の著作では、方法への問いは体系の周辺に留められることになるだろう（『エチカ』

でのいくつかの備考において）。その理由は単純である。スピノザがそのときに自らに課す問いは、もはや哲学へ

の取っ掛かりに関する問いではなく（自由について、また国家について、また救済について論じるための）哲学の

遂行にかかわる問いとなるからである。にもかかわらず、「経験」は最上位に留まり、より拡大されさらに多様化

した領域を伴いつつ、従前と同じ地位を保つだろう。もはやこのような経験は、たんに共同の生一般といったもの

ではないであろう。このような経験は（歴史にとっての）運とか、（諸情念にとっての）知力あるいは個人の気質

とか、（言語にとっての）その使用といった、様々な語によって指し示されるものとなるであろう。これらの領域

において、経験は、研究の不可欠な手段となるであろう。同時に、経験は、各領域の諸々の法則（「自然の法則
leges naturae」）への厳密な接近法へと結び合わされるであろう。この接近法とは、自然的認識、あるいは別の名で

呼ぶならば「理性」である。理性は、歴史の内部に、諸国家の構成、発展、そして崩壊の諸法則を認識させるだろ

う。他方で、運がもたらす諸事象の偶然性を知れば、自然の諸法則の働きを個別の場面で示す数多の具体例を聖書

の物語や歴史家の叙述の中から汲み出すことができるだろう。（例えばスピノザが準備していたヘブライ語文法摘
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要が、われわれに示すような）言語の研究においては、「理性」は、統辞論的な諸規則の規則性を再構成するであ

ろう。また、言語の使用に関する説明は、言語に属する例外的なものや言語の還元不可能な物質性といったもの

を、われわれに教えてくれるだろう。諸情念の領域においては、『エチカ』の一連の定理は、連合の諸法則や感情

の模倣の諸法則を再構成するだろう。他方、諸々の備考は、各人の知力や各個人の気質において、それらの法則が

実現されているのを見せてくれるだろう。かくして（『エチカ』での）数学的な形式のもとであれ、（『神学政治論』

や『ヘブライ語文法摘要』での）文献学的な形式のもとであれ、あるいはまた（再び『神学政治論』での、また

『国家論』での）分析という形式のもとであれ、「理性」は常に経験へと結びつけられている。こう言ってよいな

ら、この結びつきこそがスピノザ的方法の究極の形式を構成している。身体、想像力、経験にかかわるものすべて

から遠く離れていると考えうる『エチカ』第５部の最後のテキストにおいて、第三種の認識や神への知性的愛、そ

して至福をスピノザが確立するのは、なるほど幾何学的様式によってである。だがスピノザはここにおいてさえ、

「我々は我々の永遠であることを感じかつ経験する」と付け加えるのを忘れてはいないのである 6。

　スピノザの歩みの一般的な側面を特徴づけなければならないとすれば、次の二つの語が不可欠である。まず合理

主義。しかもそれは絶対的合理主義である。というのも理性は、存在するものすべてを説明できるからである。非

合理的なものも、存在するものの中に含まれている。そして自然主義。存在するものすべては自然の諸々の法則の

結果であるという原理から出発するのであるから。また同時に、生、経験、そして理性それ自身という、体系のす

べての土台は、直接的にであれ間接的にであれ「自然」に由来するのだから。理性が十分に展開される時、理性は

人間に対して、単に与えられたものの段階を超え出ることを可能とさせるだろう。だが「自然」がみずから配置し

たものを再組織化する時にのみ、そのようになるだろう。なぜならスピノザ的道徳の原理は次のようなものである

から。すなわち「自然は理性に反する何ごとも要求せぬゆえ」と 7。

注

1	 畠中訳を一部変更。畠中訳原文は次の通り。「一般生活において通常見られるもののすべてが空虚で無価値であることを経験
によって教えられた」（me	experientia	docuit,	Omnia,	quae	in	communi	vita	frequenter	occurunt,	vana	et	futiliaesse）（『知
性改善論』第一節、畠中尚志訳、岩波文庫、1933、p.11）

2	 アリストテレス『形而上学』第１巻第１章。
3	「だから私の志す目的は、このような本性を獲得すること、並びに、私と共々多くの人々にこれを獲得させるように努めるこ

とにある。言い換えれば、他の多くの人々に私の理解するところを理解させ、彼らの知性と欲望を全く私の知性と欲望に一
致させるように努力することがまた私の幸福になるのである。このためには、必然的に、こうした本性を獲得するのに十分
なだけ自然について理解しなければならない。次に、出来るだけ多くの人々が、出来るだけ容易に且つ確実にこの目的へ到
達 す る の に 都 合 よ い よ う な 社 会 を 形 成 し な け れ ば な ら な い。」（Hic	estitaque	finis,	ad	quemtendo,	 talem	scilicet	
naturamacquirere,	et	ut	multi	mecum	eamacquirantconari,	hoc	est,	de	mea	felicitate	etiamestoperam	dare,	utalii	multi	idem	
atque	ego	 intelligant,	uteorumintellectus	et	cupiditasprorsus	cum	meointellectu	et	cupiditateconveniant	 ;	utque	hoc	fiat,	
necesse	est	 tantum	de	naturaintelligere,	quantum	sufficitadtalemnaturamacquirendam	 ;	deindeformaretalemsocietatem,	
qualisestdesideranda,	utquamplurimi	quam	facillime,	et	secure	eoperveniant）（『知性改善論』第 14 節、畠中尚志訳、岩波文
庫、1933、p.18）

4	「ところで、この本性がどんな種類のものであるかは、適当な場所で示すであろうが、言うまでもなくそれは、精神と全自然
との合一性の認識である」（Quaenam	autem	illa	sit	natura,	ostendemus	suo	loco,	nimirum	esse	cognitionem	unionis,	quam	
mens	cum	tota	natura	habet）（『知性改善論』第 13 節、畠中尚志訳、岩波文庫、1933、p.18）

5	「しかしまず何よりも先に、知性を矯正し、出来るだけはじめにこれを浄化して、その結果、知性がものを首尾よく、誤りな
しに、そして出来るだけ正しく理解するようになる方法を案出しなくてはならない。」（Sed	ante	omnia	excogitandus	est	
modus	medendi	 intellectus,	 ipsumque,	quantum	 initio	 licet,	expurgandi,	ut	 feliciter	res	absque	errore,	et	quam	optime	
intelligat）（『知性改善論』第 16 節、畠中尚志訳、岩波文庫、1933、p.19）

6	『エチカ』第５部定理 23 備考「我々は我々の永遠であることを感じかつ経験する」（Sentimus	experimurque	nos	aeternos	
esse）（『エチカ』下巻、畠中尚志訳、岩波文庫、1951、p.121）

7	『エチカ』第４部定理 18 備考「自然は理性に反する何ごとも要求せぬゆえ」（Cum	ratio	nihil	contra	naturam	postulet）（『エ
チカ』下巻、畠中尚志訳、岩波文庫、1951、p.28）
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特定質問：P.-F. モロー先生への二つの質問

大西　克智

　『知性改善論』の冒頭部分に関する極めて広範な射程を具えたご発表をして下さった P.-F.	モロー先生に、まず

は御礼申し上げます。示唆に富むいくつものご指摘が含まれておりました。その中でも、人を哲学の営みへと促す

契機についてスピノザが述べたところに関するモロー先生の解釈に、私はとりわけ強い関心を抱きました。スピノ

ザではなくデカルトの哲学を第一の研究対象とする者として、おのずとそうなりました。そこで、私は、デカルト

研究者の立場から、モロー先生が「回心 conversion」と呼ばれたものについて二点質問いたします。

　1	/	ご発表の冒頭近く、モロー先生は「デカルト的方法のイメージをスピノザのテクストに重ねてはならない」

と注意を促されました。全体的に見れば、その通りであろうと私も考えます。ただし、一点、例外があるのではな

いか。すなわち、「第一省察」における「方法的懐疑」ないし「誇張的懐疑」です。もちろん、スピノザが秘かに

「懐疑」という方法に訴えているなどと言いたいのではありません。実際、デカルト的懐疑ほどスピノザの行き方

に縁遠いものはないでしょう。

　それにもかかわらず、「回心」は、懐疑の途に乗り出す上で必要不可欠な条件のことを思い起こさせる。『省察』

劈頭の一語、「私は気づいた animadverti」です。リュインヌ公の訳を引用します。「すでに幾年か前のこと、私は

こう気がついた。どれほど多くの偽なるものを、幼少の頃、真なるものとして私が認容していたか、そうしたもの

の上に私がその後積み重ねたものが、何であれいずれもどれほど疑わしいものであることか」。こうして、「気づく

animadvertere」あるいは「第四省察」の表現では「思い知る deprehendere」の到来が、デカルトをして懐疑の

プロセスを完遂するべく促すことになる。みずからがその時点まで甘んじていたナイーヴさに対する強い意識が作

用しなければ、デカルトの形而上学は始まりさえしないだろう。

　このような自己知、痛みを伴うこのような経験は、モローさんが『知性改善論』の冒頭に指摘された「失望

déception」の「経験」におおよそ対応するのではないか。この点に限ってみれば、スピノザとデカルトの距離を

縮めることができるのではないか。そして、スピノザの場合と同様に、デカルトにおいてもまた「知ることへの欲

求 le	désir	de	savoir」はある種の認識的契機から「派生」したものであると考える余地が生まれてくるのではな

いか。これが第一の質問です。

　2	/	第二の質問は、日常に半ば埋もれていた従前の生活が哲学を志向する生活へと変質を遂げる、そのためのい

わば原・条件に関わります。はたしてスピノザの場合、どのようにして、日常生活を経巡りつつ「失望」を味わっ

た人がその次元で求める諸々の善から「真の善」へと精神の眼差しを向け変えるということが起こるのでしょう

か。

　読者にとって実践可能な方法を提示することがスピノザの目的であり、その限り、この問いが生ずることは避け

難い。この目的を保持する限り、「未だ理性に導かれていない」読者に対して、方法の実践可能性を著者は保証す

る必要があるでしょう。とりわけ、超越的な「至高善」からの呼びかけを想定することが排除されている以上、こ

の必要性はいっそう強くなるのではないでしょうか。

　最後に、デカルトについて一言加えます。恐らく、デカルトは、自身の形而上学的探求を促した「気づき」の経

験が本質的に個人的な性質のものであるという点を意識していたのではないかと思われます。彼にとっては、だか

ら、「気づき」は「日常の生活」と哲学的「方法」の中間の位置にある。デカルトが『省察』という著作を一人称

で構想し執筆しようと決めた時も、恐らく、このような意識が何らかの仕方で働いていたのではないかと思われま

す。
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特定質問：P.-F. モロー先生への二つの質問

渡辺　博之

　モロー氏の発表は、スピノザ哲学における「経験」の次元の重要性を強調なさっています。周知のように、氏の

著書『スピノザ。経験と永遠性』（1994）は、従来のスピノザ研究において、あまり注目を集めることのなかった

「経験」の次元に、新たな光を当てたものであります。ここで書名や著者名を述べることはいたしませんが、氏の

研究以後、「経験」の領野―想像力、記号、言語、等々―に関する研究が、近年続々と発表されております。「経

験」の領野への関心を新たにもたらしたという点において、氏の研究は、スピノザ研究史上、きわめて画期的なも

のであったと思われます。

　それでは、スピノザ研究史へのモロー氏の偉大な寄与に対する敬意を表明しつつ、私からの質問を提示させてい

ただきます。

１．最初の質問は、あなたが「道程	itinéraire」と呼ぶものに関するものです。この「道程」とは、真なる善そし

て最高善を探求する道であります。あなたがおっしゃるように、まず（快楽、名誉、富という）変化し行く善を追

求することが私たちに与える失望のメカニズムそれ自身が、この「道程」のはじまりをもたらします。次にこれら

三つの善の性質についての反省的考察が、真なる善の探求への移行をもたらします。ところで、これら三つの善の

追求とそれへの失望は、「共同の生」としての「経験」において、『知性改善論』の語り手およびそのすべての可能

な読者に対してもたらされます。ここで質問いたします。テキストで語られているように、この「道程」において

『知性改善論』の語り手は、三つの善の性質に関する反省的考察へと導かれています。しかし『知性改善論』のす

べての可能な読者もまた、この「道程」において反省的考察へと導かれると考えてよいのでしょうか。彼らの中で

反省的考察へと導かれる者は、「自然」の因果関係において、数的に限定されてしまうのではないでしょうか。

２．二つ目の質問は「経験 experientia」の意味の多義性に関するものです。あなたは「経験」における様々な区

別の存在を指摘しておられます。あなたに従うならば、生の共同性としての経験と、いわゆる「漠然とした経験」、

および経験の場（歴史、諸情念、言語）は区別されます。従って「経験」は多様な意味を持つことになります。し

かしながら、私たちはそれらすべてを「経験」と統一して呼んでいます。ここで質問いたします。もし「経験」と

いう語がある一義的な意味を持つのであれば、その一義性は、いかなる根拠に基づいているのでしょうか。
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特定質問：P.-F. モロー先生への三つの質問

藤井　千佳世

　スピノザ哲学における経験の問題は、特に主著である『エチカ』について論じられるとき、一般的に見過ごされ

がちな問題です。だからこそ、スピノザ哲学が共同の生から出発したというモロー先生によるスピノザの経験概念

の解釈は、スピノザに固有のリアリズムや自然主義を明らかにする上で極めて重要だと思います。

　とりわけ、興味深かったのは、『知性改善論』の冒頭における語り手のためらいについての指摘です。モロー氏

は、これまであまり注目されることがなかった問題、すなわち語り手が通常の生と新たな生の間で選択を悩んだこ

と、あるいは、このような二つの生を生きることが不可能であると理解するまでは、二つの生をともに送ろうか悩

んだことについて触れられています。また、『経験と永遠』の中でも、まだ十全に知ることができないことに対し、

留保をおこなう経験の性格について述べられています。「思考の外に投げ出されるものは何もない。この意味で、

スピノザは経験に訴えたからこそ、絶対的合理主義の名に値する」（P.-F. モロー『スピノザ−経験と永遠』、PUF、

1994、p.555）。

　この問題は、独断的な判断に陥らないように常に警戒をしていたスピノザの哲学的慎重さの問題に関わると思い

ます。今回の発表の中でも、経験は、「個人的な決めつけなしに他のものと共有するもの」とみなされています。

私が興味深かったのは、独断的な決定を宙づりにすることを可能にする経験の働きであり、そういうものとしての

ためらいのポジティブな解釈です。

　さて、私はスピノザ哲学の出発点としての共通の生の経験の問題に関し、	三つの質問をしたいと思います。

　1　最初の質問は通常の生の三つの善、すなわち、快楽、名誉、富に関わります。この三つの善は、スピノザ以

前から道徳的なレトリックの伝統において語られてきたと指摘されています。デカルトもまた、エリザベート宛書

簡や、『哲学原理』の翻訳者宛の書簡において最高善について語るとき、三つの善、健康、名誉、富について言及

しています。デカルトはありあまるほどの健康、名誉、富をもつ者でさえ、最高善を求めざるをえないといいま

す。スピノザは、快楽、名誉、富の追求は、死をもたらすから、別の institutum を求める必要があるといいます。

　モロー先生は、デカルトとスピノザの違いは、知の欲望から出発するか、共通の生から出発するかということに

あると考えられています。このような違いにもかかわらず、それでもやはり両者の見解は類似しているように思わ

れます。スピノザとデカルトの本質的な違いはどこにあるのか、より正確に言うなら、この両者の出発点の違い

が、両者に共通した倫理的な目的である最高善の本性にどのように影響しているのでしょうか。

　2　私の二つ目の質問は、『知性改善論』における死の観念についての記述−従来の研究ではあまり注目されてこ

なかった−に対しモロー先生が特に注目されていることに関わります。確かにスピノザは、失望が死へと至る過程

を事細かに描写していますが、このことが、スピノザ哲学の固有性とどのように関わるのかをもう少し詳しく説明

して頂きたいと思います。

　『知性改善論』の冒頭が『エチカ』の第四部と対応しているということはよく指摘されます。ドゥルーズは、『エ

チカ』第四部において展開される＜いい - わるい＞を免疫とアレルギーの関係と捉えています。確かにスピノザは

『エチカ』において、カンギレムが病気をカタストロフィックな反応と見なしたような仕方で、悪を理解している

と思います。要するに、このような『エチカ』第四部で言われていることと比較したとき、『知性改善論』におけ

る死の観念はどのように解釈できるのかということです。

　3　三つ目の質問に移ります。モロー先生は、理性の欲望は、反省の結果であり、動機ではないと指摘され、さ

らに理性の欲望はない、この言葉は『知性改善論』において一度も用いられないと続けられています。この問題



80 WEB 国際会議「理性と経験」

は、単に経験の教えだけでなく、理性の作用を理解する上でも重要だと思います。

　ここで強調されているのは、最高善の探求あるいは理性的な回心ということにおいてもスピノザが内在主義を徹

底しているということだと思います。

　そこで私の三つ目の質問は、このような『知性改善論』の内在主義は、身体間の触発における一致の認識であ

り、いくつかの身体の構成における合一の認識である共通概念に基づく『エチカ』の内在主義とどのように違うの

かということです。
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海外研究「オーストリアにおける多文化共生研究集会」
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世界を旅し経巡る物語
変装したブッダと井戸の中にいる男の寓話

ルゥイトガード・ソーニー
翻訳：一色　大悟

変装したブッダ

キリスト教徒のヨサファト
　1583 年に二人の伝説上のキリスト教徒が『ローマ殉教録』（Roman Martyrology）に受け入れられ、キリスト教正

教会の暦にだけでなくローマカソリック〔の暦〕においても、彼らには彼らの祝日が与えられた。その二人の聖人

とはバルラーム（Barlaam）とヨサファト（Josaphat）である。

　彼らの伝説はインドの王子ヨサファトの生涯を伝えている。彼は異教徒の王の息子であり、その王はキリスト教

の信仰を嫌い、彼の国土でキリスト教徒を迫害していた。ヨサファトが生まれた時、彼はキリスト教徒になるだろ

うと予言された。父〔王〕は、その息子を壮麗な宮殿の中に閉じ込め、人生にあるすべての苦い局面を寄せ付けな

いことで、この予言を妨げ阻止しようとした。しかしながら、ある時期にヨサファトはこの過保護な生活を疑いは

じめ、宮殿の外に視線を向けることを許されることに成功した。父〔王〕は宮殿の周りの環境を牧歌的で完全に喜

びに満ちた世界であるかのように保ったが、ヨサファトはハンセン病患者と盲人、そして白髪で歯がなく老いのた

め腰が曲がった人に遭遇した。かくして彼は、病と差し迫っている死について学んだ。ヨサファトがこれらの経験

を回想し人生の無常を熟考していた間に、キリスト教徒の苦行者であるバルラームが、宝石商人に変装して、彼を

訪ねた。バルラームは彼に人間〔がおかれた〕状況についての寓話を語り、また彼に救済についてのキリスト教の

教義を教えた。そうして彼はヨサファトを改宗させたが、父〔王〕を悲嘆に暮れさせることになった。さらにヨサ

ファトは苦行者の生活をおくることを決心した。父〔王〕は、教義問答で彼を取り巻き、世俗の誘惑を王子に浴び

せかけることによって、一層はげしく彼を取り戻そうとした。しかしながらヨサファトは意志堅固だった。その

後、彼は有徳で高徳な生活を送り、荒野で隠者として最期を迎えた。

　以上が、アトス山のエウティミオス（Euthymios of Mount Athos）によって十世紀にギリシア語で書かれた、

『バルラームとヨアサフ（Ioasaph）』という聖人伝的小説のごく簡単な概説である。ヨーロッパ中世において、そ

れは極めて大切にされた物語となり、二十以上の言語に翻訳され、散文だけでなく韻文〔で書かれた〕多くの

ヴァージョンに語り直された。それはイエズス会士たち（1）によって戯曲化され、そして書物の挿絵やフレスコ壁

画において、目に見えるように描写された。この啓発物語は、人生の意味についての問いに対し苦行主義の理想を

提示することで回答するものであり、キリスト教の信仰の勝利を指摘する。そしてそれは、例えば十六世紀の日本

においてのように、キリスト教宣教師たちによって、改宗の物語として使用された。

ヨサファトか、ブッダか？
　幾人かのキリスト教ヴァージョンの編者と翻訳者による、ヨサファトをブッダと関係づけた、いくらかの不確か

な資料は存在したのだが、その伝説は二人の高名なキリスト教聖人についての中世ヨーロッパにおける聖人伝とし

て称賛された。この種の受容の一例は、シャカムニ・ブッダについてのマルコ・ポーロによる報告に対するディオ

ゴ・デ・コートの読解である。マルコ・ポーロは、彼の旅行記（『東方見聞録』（Il Milione）1298/99）（2）において

海外研究「オーストリアにおける多文化共生研究集会」

第３ユニット：多文化共生社会の思想基盤研究
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それを述べ、セルガモニ・ボルカン王子について語った。〔王子は〕王である父によって、十分に保護された幸せ

な環境の中で育てられたため、死と老いという現実に悩まされることがなかった。しかし彼は、死者と老いに打ち

ひしがれた人と遭遇した後に、苦行者となった。マルコ・ポーロは、セルガモニ・ボルカンがキリスト教徒であっ

たなら、彼は偉大なキリスト教聖人であっただろうに、と付け加えている。この報告は、ポルトガル人のドミニコ

会修道士であり歴史家であったディオゴ・デ・コートによって 16 世紀後半に注釈された。彼は、ブッダとヨサ

ファトの伝記における、はなはだしい類似性に気づいた。彼は西洋出身の人物として、また敬虔なキリスト教徒と

して、ブッダは異教徒らによって聖人ヨサファトを模して作られた（3）、と結論した。しかしながら、この意見は

それほど注目されることのない注釈であった。およそ 1859 年になってようやく、シッダールタ王子が保護されて

教育されたこと、そして彼が老、病、死、出家者と四度の決定的な邂逅をしたことが、ヨサファトの物語の中核部

分となっていることが認知された。その発見は、スタニスラス・ジュリアン（Stanislas Julien）による中国語から

のアヴァダーナ（仏伝文学）の翻訳（4）とバルテルミ・サンチレール（Barthélemy Saint-Hilaire）の著書『ブッダ

と 彼 の 宗 教 』（Le Bouddha et sa religion）（5） に よ っ て 準 備 さ れ た。 エ ド ゥ ア ー ル・ ラ ブ ラ イ エ（Édouard 

Laboulaye、1859 年）とフェリックス・リーブレヒト（Felix Liebrecht、1860 年）は独自に、バルラームとヨサ

ファトの伝説がインドに起源することを言及した（6）。この発見は、物語の伝達についての原典資料と歴史に関す

る、広汎に渡り実りの多い研究のはじまりとなった（7）。

諸文化、諸宗教、諸言語を貫く物語の道
　ブッダの伝説が西洋まで旅し、キリスト教の外観で覆われるようになる前に、それはマニ教ヴァージョン（おそ

らく中期ペルシア語と古トルコ語）とイスマーイール派イスラム教（アラビア語）ヴァージョンを通過した。
Kitāb Bilawhar wa Bûḏâsf は、グルジア語で〔書かれた〕最古のキリスト教ヴァージョン、すなわち Balavariani の

源泉となった資料である。それによって、その伝説はキリスト教圏に入ってきた。13 世紀のヘブライ語の韻文小

説 Sefer Ben ha-Melech we-ha-Nasir はイスラム教のアラビア語ヴァージョンに依拠している。

　上で言及した、エウティミオスによって書かれたギリシア語小説は、Balavariani に依拠し、キリスト教アラビ

ア語訳の原型となり、エチオピア語〔ヴァージョン〕（Baralam wa-Yewasaf）がそれに続いた。ラテン語への翻訳

は、多くのヨーロッパ言語で〔書かれた〕さらなるヴァージョンへとつながった。第二千年紀においてキリスト教

宣教師はその物語を中国語へと翻訳した。高名なイエズス会士であるマテオ・リッチ（Matteo Ricci、1610 年没）

は、バルラームとヨサファトの物語の中国語訳について彼の『歴史著作集』（Opere storiche）の中で言及している。

そのヨアサフ伝は、イエズス会士ニコロ・ロンゴバルディ（Nicolo Longobardi）に訳されたもので、『聖若撤法始

末』というタイトルのもと 1645 年に木版印刷された（8）。16 世紀後半には、バルラームとヨサファトの物語の短縮

版が、宣教師たちによって日本に広まった（9）。フィリピンで熱心に活動していた宣教師は、フィリピンの言語で

あるタガログ語への翻訳を生み出した。〔それは〕アントニオ・デ・ボルハ（Antonio de Borja）によってマニラ

で 1712 年に出版された（10）。

　ブッダの伝説の旅は、近縁にある様々な主人公の固有名詞に反映されている。

 Bodhisattva: Bûdḏâsf（アラビア語）；Iodasaph（グルジア語）；Ioasaph（ギリシア語）；Josaphatus （ラテン語）。

 Bhagavan: Bilauhar（アラビア語）；Balavar（グルジア語）；Barlaam（ギリシア語、ラテン語等）。

なんと成功した物語であることか！
　インドからヨーロッパと東アジアへ向かったブッダの伝説の冒険。いかなる版権を顧慮することもないプロット

の「貿易」。〔異なった宗教の〕教義を説明し、その教えを広めることを目的として、異なった宗教によってそれか

らそ〔のプロット〕が構成されるところの用例。一つのプロットが何人もの学匠に役立ったという事実。イスラム

教の主人公たちとキリスト教の聖人たちにとっての、仏教の原型が後に発見されたこと。そして 20、21 世紀にお

いてこれらの特色について数多くの研究と再考察がなされたこと。以上のようなこの物語のすべての局面は、そ

〔のバルラームとヨサファトの物語〕を人文学の宝に選び出す。認められているように、異文化圏、異宗教圏にお

いてはその物語の異なった側面が強調され、異なった信仰は登場人物と彼らの行動をその制度と教訓的意図にふさ
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わしいように作り変えた。シッダールタ王子は、世俗的な生活を経験した後に、それを放棄した人物として登場す

る。そして、老、病、死、苦行を見て奮起したため、彼は正しい道の探求を独力で開始した。しかしながら、キリ

スト教のみならずイスラム教の物語では、主人公には将来に影響を与えることになる苦行者である指導者がおり、

特にキリスト教徒のヨサファトは完全な純潔と三位一体への信仰によって特徴付けられている。しかし、諸文化と

諸宗教を超えて、それは王子の離俗と啓発の物語である。権力と富をともなった王室の地位は、まさにそれらすべ

てから出離する行動と対照される重要な特色である─貧者の出離であったならば、〔それほど〕印象的でも模範的

でもなかっただろう。俗世の幸福が束の間のものであること、すべてものが無常であること、苦悩という点から見

た、正しい道についての本質的な人間の省察を、その物語は例証する。

井戸の中にいる男の寓話

　バルラームがヨサファトに人間〔がおかれた〕状況の諸側面と救済への道のりを寓話（教訓話）によって教えた

ことは、上で既に述べた。これらの教訓話の中で、ほぼすべてのヴァージョンの物語に見いだされるものの一つ

が、井戸の中にいる男の寓話である（11）。それは、世界を駆け巡った物語の、もう一つの例である。そ〔の物語〕

はインドまで遡ることができる。〔インドにおける〕その〔物語の〕最古の証拠は、後 2、3 世紀以降のアマラー

ヴァティーとナーガールジュナコンダに由来する、仏教のレリーフである（12）。我々は、仏教ヴァージョン〔のこ

の物語を〕ただその中国語諸訳から知っている。その物語のあるヴァージョンはマハーバーラタ（Mahābhārata）

において語られており（13）、また我々はいくつものジャイナ教資料、〔すなわち〕ハリバドラ（Haribhadra）の
Samarāiccakahā（8 世 紀 ）、 ア ミ タ ガ テ ィ（Amitagati） の Dharma Parīkṣā（1014 年 ）、 ヘ ー マ チ ャ ン ド ラ

（Hemacandra）の Pariśiṣṭaparvan（13 世紀）に、そ〔の物語〕を見出すことができる。もっとも整合的な描写の

一つは、サンガダーサ（Saṅghadāsa）の Vasudevahiṇḍi（おそらく 6 世紀以降）から得られるジャイナ教ヴァージョ

ンであり、〔それは〕「感覚の悦びについての譬喩としての蜂蜜の滴りという訓話」と呼ばれる。

 ある男が隊商とともに荒野を旅していた。盗賊団が隊商を散り散りにし、その男がそれから離れた時、彼は方向

を失ってさまよった。発情した野生の象が彼を攻撃した。男は逃げている時に、古く、生い茂った井戸を見た。

その縁には巨大なイチジクの木があり、おびえた男は井戸の中に垂れ下がっているその枝の一つを掴んだ。彼は

枝にしがみつくと井戸の中にぶら下がり、自分の周りを見渡した。なんと、井戸の底に彼が見たのは、大きく口

を開け、彼を食べようとしている巨大なニシキヘビであった。彼の脇には四匹の毒蛇が彼を咬もうとしていた。

彼の頭上では、白と黒の二匹のネズミがその枝を齧っていた。象は彼の髪の毛に鼻で触れていた。

 　しかしながら、木には大きな蜂の巣があった。象によって木が揺すられた時、風が数滴の蜂蜜をその男の口に

吹きつけた。そして、彼はこれを味わった。その時、蜂が辺り一面に飛び交い、彼を刺そうとしていた。

 　［語り手が問う。］さあ、あなたは何がこの状況下でのこの男の幸せだと思うか。

 　［聞き手が言う。］蜂蜜は、彼が望んだもので、これは彼の幸せだが、他のすべては不幸せだと思う。

 　［語り手が言う。］その通り。

 さて、その寓話の意味は〔以下の通り〕。

 輪廻、つまり再生の輪環にある魂は、その男のようなものである。生老病死に取り巻かれた輪廻という荒野は、

その荒野のようなものである。死は、その野生の象のようなものである。神あるいは人間への生まれは、その井

戸のようなものである。地獄あるいは動物界への再生は、そのニシキヘビのようなものである。怒り、高慢、欺

瞞、貪りという再生を導く四つの悪い感情は、他の蛇のようなものである。生命の持続期間は、その枝のような

ものである。月の白分〔、つまり新月から満月に至る半月、〕と黒分〔、つまり満月から新月に至る半月、〕と

は、その二匹のネズミのようなもので、昼夜をかじりとることで余生を短くする。行為が束縛する理由、つまり

愚かさ、感覚の悦びへの執着、誤った信仰は、その木のようなものである。音声、触覚対象、味、形状、におい

という感覚対象は、その蜂蜜のようなものである。身体を襲い、そ〔の身体〕の中で広がる病は、その蜂のよう

なものである。
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 　自身をそのような恐れと苦痛において見出した者は、彼の幸せを何から得るだろうか。─幸せの観念は、蜂蜜

にある甘い味わいからしか立ち現れない。

 　もし、完成された強大な超自然的存在が「来たれ。我が愛し子よ。私の手をとれ、私が汝を引き出すことがで

きるように」と彼に言うとしたら、彼はそれを望むだろうか。─どうして彼は、彼の苦悩という檻から解放され

ることを好まないであろうか。─彼は蜂蜜のために「まず蜂蜜で満足させてください。その後であなたは私を引

き出してよい」と愚かにも言うだろう。

 　しかし、一体どこに彼にとっての充足があろうか。もしも支えている枝が切断されたならば、彼はニシキヘビ

の口に転落するだろう。（14）

　この寓話は、ペルシア経由でインドを離れた。そのモティーフはイスラム世界で広く知られ、多くの世紀を通し

て文学作品に用いられた。6 世紀のボルゾーエー（Borzōē）の Pañcatantra の翻訳に付された彼の序文中に、そ

〔の寓話〕は含められている。同書はもはや現存していないが、イブン・アル＝ムカッファ（Ibn al-Muqaffa）に

よる、アラビア語訳 Kalīla wa Dimna が存在している。そして、伝達の別の進路において、その寓話は、
Balavariani を経由してバルラームとヨサファトの小説へと至ることになる、Kitāb Bilawhar wa Bûḏâsf に含まれる一

教訓話として（15）、イスラム教の東洋からキリスト教の西洋へと伝えられた。それは中世において広く知られ、語

られた。そして現代においてなお、世界の文学の一部であり続けている。レフ・トルストイは彼の『懺悔』の中で

それを語り直した。はじめに彼は「東方の古い寓話」としてそれに言及し、その後でそれを「寓話ではなく、本当

の、議論の余地のない、わかりやすい真実」と讃えた（16）。

　世界の甘美さについての寓話は、すでにその故国であるインドにおいて少々の変化をともなって語られ、それが

旅する途上において、異なった諸伝統の影響によっていくつもの〔内容の〕交代を経験した。ある変化形では象が

ユニコーンに置き換えられ、別のものではラクダ、あるいはライオンにも〔置き換えられた〕。男は必ずしも井戸

に逃げこむわけではなく、穴に落ちたり、木の上に立ったりする。〔毒〕蛇は、ジャイナ教ヴァージョンでは四つ

の感情を象徴しているが、四大元素あるいは身体の四体液とも解釈される。男はすべて〔のヴァージョン〕でかな

らず蜂蜜を味わうわけではなく、あるヴァージョンではマナあるいは甘いベリーを〔味わう〕。その寓話の禅宗

ヴァージョンは、虎と崖からぶら下がった男がイチゴを味わうことを物語る。これらの特色は、『沙石集』の第十

八話（17）と、禅宗の物語の近代に〔編まれた〕多くの選集に見いだされる。しかしながら、その寓話の典拠と、中

国と日本におけるそれらの歴史と、東アジアにおいてその伝統が継続したことについての問題は、比較研究（18）の

特別な関心を惹き起している。

　異なった諸哲学、諸宗教、諸文化の人間の条件（conditio humana）に関する見解には、人生にある諸々の評価

不能なものと世俗の物事の無常性を指摘するものがある。それらは実に、相違しまた競合しさえする諸理論、諸教

義、諸態度を導出する。しかし、上記の物語が世紀と大陸を越えて伝わった顛末は、あるモティーフに備わる、一

種の普遍的な要請と有効性を顕示している。〔そのモティーフとは〕たとえば、出家者の王子や、あるいは生に執

着し、数滴の蜜を味わうことで自身のおかれた危険な実存的状況を忘れている男のようなものである。
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注

1 ヨーロッパで上演されたイエズス会劇の他にも、1653 年にタンジョールにおいてタミル語でヨサファット劇が上演された証
拠がある。Cf. Volk［2009：p. 154］.

2 Benedetto［1928：Cap. CLXXIX, 8-45］.
3 Yule［1903：p. 325］に引用されている。
4 Julien［1859］.
5 Saint-Hilaire［1860］.
6 Laboulaye［1859：pp. 2-3］は、ジュリアン訳アヴァダーナの書評の中でそれに言及した。Liebrecht［1860：pp. 314-334］

も見よ。
7 この主題についての文献は膨大であるが、ここでは近年出版された三書のみを言及すれば十分である。これらは共に、労作

である参考文献表を記載している。Cordoni［2014］; Lopez and McCracken［2014］; Volk［2009］.
8 Cf. Volk［2009：p. 153］.
9 「尊きコンヘソレスさんばるらあんとさんじょさはつの御作業」（『さんとすの御作業の内抜書』加津佐版 1591 年、第 1 巻

pp. 239-274）。同書において、バルラームの物語は 17 の聖者伝の第 16 番目である。Cf. Volk［2009：p. 153］；Ikegami
［1999：p. 31-65］.

10 Cf. Ikegami［1999：p. 31］.
11 ラブライエがこの寓話を中国語のアヴァダーナのフランス語訳の中で発見したことから、この寓話は、バルラームとヨサ

ファトの小説にインドあるいは仏教の原型があることをラブライエが突き止める手がかりの一つとなった。上記注 6 参照。
12 Zin［2011］による網羅的な論述を見よ。
13 Mahābhārata 11. 5-6, pp. 19-24 BORI, Poona 1956.
14 Mette［2010：pp. 68-69］によるサンガダーサの Vasudevahiṇḍi ドイツ語訳に依拠した。
15 Volk［2009：p. 109］はキリスト教のバルラームとヨサファトの源泉となった Kitāb Bilawhar wa Bûḏâsf がおそらくイブン・

アル＝ムカッファによって編纂された、と述べる。
16 Wiener［1904：p. 22］.
17 無住一円『沙石集』。千崎如幻とポール・レプス（Paul Reps）によって、101 Zen Stories （Philadelphia, 1940）中に転写され

ている。
18 Zin［2011：pp. 74-79］は、中国（例えば泉州開元寺の浮き彫）と日本（例えば鎌倉時代の絵巻物）に由来する、いくつかの

絵画表現を引用している。
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大乗経典における慈悲と憐愍

渡辺　章悟

　インド思想の根底に「信愛」と「憐れみ」の思想が見られるのはよく知られている。たとえば、吟遊詩人アール

ワール（Alvars）によるバクティ（信愛）運動では、信者による神への信愛バクティと、神による信者への恩恵

アヌカンパーが、相互に作用することで救済が成立するとされる。この信愛の共有という共感・共苦の原理は、仏

教の慈悲（karuṇā）やアヌカンパー（憐れみ anukampā）の作用とも良く対応する。ヴィシュヌ神やブッダは恩寵

者、憐愍者であるが、語源としては共感者という意味も有している。特に大乗仏教に見られる慈悲や憐れみには、

苦を共にするという「共感と共苦の思想」が明確に現れているし、その根底には一切のものへの平等な心を基盤と

する精神が流れている。本稿では、この大乗経典に見られる慈悲と憐愍について検討することにより、「共感と共

苦」という原理が、他者とともにある現代の共生思想に連なる概念であることを提示したい。

１．慈悲の定義（抜苦与楽）

　慈悲という語は、慈と悲という二つの合成語である。まず、この語から分析してみたい。

（1）　慈（maitrī 慈しみ＜mitra 友）
他者に利益や安楽を与える（与楽）いつくしみを意味する。サンスクリットの用法としては、mahā-maitrī-「大い

なる慈しみ」、あるいは sarvasattva-maitrī-vihāra「一切衆生に慈しみを持って暮らす」などがその代表である。

maitrī はパーリ語では mettā となる。

（2）　悲（karuṇā）。
　√kr̥̄ に由来する形容詞あるいは名詞で、原意は「悲嘆」「呻き」である。他者の苦に同情し、これを抜済しよう
とする（抜苦）思いやりを表す。ただし、karuṇā のみで慈悲と漢訳されることが多い。この語は女性名詞で

compassion、pity などと英訳される。

　このように、maitrī は「慈しみ」や「友愛」であり、 karuṇā は「悲しみ」や「憐れみ」であり、もともとは別

の用語であったが、次第に両者が意味を補い合って、抜苦・与楽という義を備えるようになった。また、慈悲の原

語としては、カルナー（karuṇā）やクリパー（kṛpā）を想定したものが多い。

　一般的には、「慈」はサンスクリット語のマイトリー maitrī（友情）にあたり、深い慈しみの心をさし、「悲」

はカルナー karuṇā（同情）にあたり、深い憐みの心をさす。つまり、生きとし生ける者に幸福を与える（与楽）

のが慈であり、不幸を抜き去る（抜苦）のが悲であると説明する（1）。

　また、大乗仏教の根本精神が慈悲にあることは、多くの経論に述べられている。たとえば、『大日経』住心品で

は、「菩提心を因と為し、大悲を根と為し、方便を究竟と為す」（2）と説き、悟りを求めてやまない心を因縁となし、

限りなき大悲を基本的条件とし、巧みな手だてをもって究極の行為となすことを強調する。

　また、『華厳経』ではしばしば大悲（mhākaruṇā）を重視し、「大悲を先導とすること」（mahākaruṇāpūrvaṅgama

［-tā, or -tva］）（3）、「 大 悲 を 先 と す る 」（mahākaruṇāpūrvakaḥ）（4）、「 大 悲 に 先 行 さ れ る こ と 」

（mahākaruṇāpuraskṛtatva）（5）が強調される。

　さらに、『大智度論』では、「慈悲は仏道の根本である、なぜかと言うと、衆生がもろもろの苦しみに悩むのを見

て、菩薩は大慈悲を生じ、このような苦しみから救い出し、その後に発心して、最高の悟り、阿耨多羅三藐三菩提

第３ユニット：多文化共生社会の思想基盤研究
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を求める」（6）というように、慈悲を悟りの根本に置くのである。さらに続けて、「慈は、衆生を愛念するに名付け、

常に安穏と楽事とを求め、以てこれを饒益す。悲は、衆生を慇念するに名付け、五道の中の種種の身の苦と心の苦

を受く」（7）とある。この教説は悲の働きを衆生への憐愍とし、それを身と心の共苦とする点で重要である。

２．三種の慈悲

　通常のマイトリー（慈）やカルナー（悲）ではなく、大慈、大悲、大慈悲というときは、仏や菩薩の慈悲を表

す。その場合、仏の慈悲は、生ける者の苦しみを自己の苦しみとするので「同体の大悲」といい、上を覆いかぶせ

るものがない広大なものであるので「無蓋の大悲」ともいう。ただし、この見解はインド仏教の経論には見られ

ず、東アジアで発達した教義であるが、その趣旨は多くの経論に共通する。以下は主な大乗経論におけるこのよう

な慈悲の教説を取り上げ、その中に流れる基本思想を指摘しておきたい。

　まず、慈悲の特徴を示す普遍性と平等性に着目したい。たとえば『大智度論』では、慈悲を対象に即して、三種

に区分する（8）。すなわち、（1）生きとし生ける者に対して起こすもの（衆生縁）、（2）すべての存在は実体がない

と悟り、執着を離れて起こすもの（法縁）、（3）なんらの対象なくして起こすもの（無縁）の三種があるとし、こ

のうち無縁の慈悲が無条件の絶対平等の慈悲であり、空の悟りに裏づけられた最上のもので、ただ仏にのみあると

いう。

　このうち三つの慈悲に共通するのは平等性である。まず第一の「衆生縁の慈悲」とは、一切衆生を縁とし、生き

とし生けるものを一視同仁に扱うという意味での平等性。第二の「法縁の慈悲」は、一切法空（一切存在するもの

は固定的実体をもたない、無自性空なるもの）の理を縁として施すという真理性における平等性、第三の「無縁の

慈悲」は、対象に差別を設けず、空という体験の境地から、自然に生まれるところの平等性である。

　この「無縁の慈悲」は、一切の差別を見ない、無碍の大慈であり、無縁の大悲であるとする。それは自身のため

になすものでもなく、他人のためにもなすものでもないという。この徹底した無縁の大悲には自他の差別がない。

このような自他平等の思想が、仏教思想における慈悲の基盤にあることが指摘できる。

３．慈悲とその訳語の語源分析

　慈悲のサンスクリット原語にも重要な意義がある。まず、慈（maitrī）が「他者に利益や安楽を与える」で、

「悲」（カルナー karuṇā）は「憐れみ」「悲嘆」「呻き」である。

　M. Monier-Williams の『梵英辞典』（9）によれば、この語 karuṇā は√kṝ（5、9 類の動詞で、傷つける、殺すの意

味を持つ）に由来し、形容詞 karuṇa であれば、mournful；miserable；lamenting などの意味を持つ。女性名詞と

しては、pity；compassion；mercy などと英訳される。

　R.L. Turner の『印欧語比較辞典』（2809、2811）（10）によれば、 karuṇa-（adj. mournful）、karuṇā（n. pity）は、

√ kṛ（to call）に由来する可能性があり、プラークリットで kaluṇa- (unhappy), kuluṇa-（sympathy, mercy）、あ

るいは kāruṇa（grieved, plaintive cry）や、káruṇā-, kāruṇika-, kāruṇya- の類語性を指示している。これらの言葉

は、他者の苦に同情してこれを抜済しようとすることに他ならない。

　これらは英語で compassion や sympathy と訳されるが、compassion（慈悲）は、ラテン語に由来し、「一緒に」

（共）を意味する com と、「苦痛」を意味する -passion に分解できる。特に後者は “the Passion” という用法に見ら

れるように、キリストの受難や殉教を意味する。これはもともと古い教会が使っていたラテン語でパスィ（passi）、

つまり「受難」にかかわる言葉である。一般的に英語の Passion は、情熱、熱情、激情、情念などを意味するが、

古語で殉教、受苦、悲哀を意味するのはこのラテン語を受容しているからである（11）。

　したがって compassion（憐愍）とは、「苦しみを共にする」（共苦）という意味の原語にふさわしい訳語なので

ある。

　この語 sympathy も sym- と -pathy に分解できる。ただし、こちらはギリシア語に由来する。まず前分 sym- は、

ギリシア語系の接頭辞で、「共に」「同時に」「類似」などの意をもつ syn- が m, p の前では sym- となるという規

ṇ　ṅ

ṇ

ṛ　　ṝ
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則に従ったものである。後分の -pathy は、「苦しみ」を意味するギリシャ語パテイア（patheia：suffering）に由

来する（12）。したがって、この結合語も「共に苦しむこと、共苦」という原義である。これらの語感に共通する思

想が普遍的な共生の理念に結びついているのである。

４．アヌカンパー anukampā の用例とその意義

　これらに続いて重要なのはアヌカンパー（anukampā）である。「アヌ」anu- という接頭語は「なにかにしたがっ

て」を意味し、「カンパー」kampā とは「震える」という意味の動詞√kamp（1 類）から作られた名詞である。

したがって、「アヌカンパー」は、「なにかにしたがって」、あるいは「なにかとともに」「震える」ということにな

る。

　また、anukampin は「哀愍を持つ者」という意味であり、しばしば hita- ～、あるいは lokahita- ～という結合語

を造り、「世間を利益する」ことを、共感を持って実践する者という意味となる。これらの語は、初期仏典から典

型的なストックフレーズの中に見られる。

（1） 『スッタニパータ』によれば、仏伝に関連する部分の中で、アシタ仙が仏陀の降誕を占った偈頌として以下の

ように述べられる。

 「この王子は最高の正覚を体得するだろう。彼は最上の清浄（＝涅槃）を見る者で、多くの人々を利益し、憐

愍し（bahujana-hitānukampī）、法輪を転ずるでしょう。彼の清浄な行いは、広く流通するでしょう。」（Sn 

693）

　このように、利益（hita）と憐愍（anukampin）が並記されるが、この両語は大乗経典においても一組となって

頻出するものであり、その初期的用例として注目される。

（2） 『長部』「大般涅槃経」

 「比丘たちよ、私がよく知り、教示したという、それらをあなたたちはよく学び、たとえば、この梵行が長時

にわたり、久しくとどまり、それが多くの人々の利益のために、多くの人々の安楽のために、世間を憐れみの

ために、天・人の目的のために、利益のために、安楽のためになるように、親近すべきで、修習すべきで、多

く行われるべきであるという、その諸法とは何なのでしょうか？

 すなわち四念処、四正勤、四神足、五根、五力、七覚支、聖八支道です」。

 Katame ca te, bhikkhave, dhammā mayā abhiññā desitā, ye vo sādhukaṃ uggahetvā āsevitabbā bahulīkātabbā, yathayidaṃ 

brahmacariyaṃ addhaniyaṃ assa ciraṭṭhitikaṃ, tadassa bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya 

sukhāya devamanussānaṃ. seyyathidaṃ, cattāro satipaṭṭhānā cattāro sammappadhānā cattāro iddhipādā pañca balāni satta 

bojjhaṅgā ariyo atthaṅgiko maggo.（DN Ⅱ . 100［119-120］）

　ここに見られるように （1） の法輪として説かれる内容が、 （2） では三十七菩提分法となっている。この語句は定

型的に用いられ、多くの大乗経典にも継承される。

（3） 『八千頌般若』（Vaidya ed., Aṣṭasāhasrikā P. P., BST no.4, Darbhanga, 1960, p.37）

 カウシカよ、正しい悟りを得た尊敬すべき如来たちが世間に生じないとき、カウシカよ、その時、偉大なる菩

薩たちは、以前に聞いた般若波羅蜜の自然の結果として、巧みな手立てを備えるようになるのである。カウシ

カよ、彼らも生きとし生けるものを憐れむもの（共感するもの）であり、憐れみ（共感）のためにこの世に

やってきて、十善業道を世間に栄えさせる。

 yadāpi kauśika tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loke notpadyante, tadāpi kauśika bodhisattvā mahāsattvāḥ 
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pūrvaśrutena prajñāpāramitāniṣyandena ye upāyakauśalyasamanvāgatā bhavanti, te 'pi kauśika sattvānām anukampakāḥ 

anukampām upādāya imaṃ lokam āgamya daśa kuśalān karmapathān loke prabhāvayanti (catvāri dhyānāni 

bodhyaṅgaviprayuktāni loke prabhāvayanti, catvāry apramāṇāni bodhyaṅgaviprayuktāni loke prabhāvayanti /)

　この引用で説かれるように、憐愍する菩薩たちが説く内容は、大乗で重視された十善業道となっており、大乗経

典における教えの再編が見られるところである。 

（4） 『八千頌般若』（Vaidya ed., Aṣṭasāhasrikā P. P., BST no.4, Darbhanga, 1960, p.109）

 世尊が仰せになった。「なぜなら、スブーティよ、彼ら［さとりが近い］偉大なる菩薩たちは、多くの人々の

福利のため、多くの人々の幸福のため、世間への憐れみ（共感）のために修行しているのである。［彼らは］

人々の大いなる利益のため、福利のため、幸福のために、さらに神々や人間を憐れむ（共感する）ものとし

て、憐れみ（共感）のために、無上にして完全なさとりを現等覚したいと思っている。彼らは無上にして完全

なさとりを現等覚して、無上なる教えを説きたいと思っている。

 bhagavān āha / tathā hi te subhūte bodhisattvā mahāsattvā bahujana-hitāya pratipannā bahujana-sukhāya lokānukampāyai 

/ mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devāṇāṃ ca manuṣyānāṃ cānukampakā anukampām upādāyānuttarāṃ 

samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhu-kāmāḥ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyānuttaraṃ dharmaṃ deśayitu-

kāmāḥ //

　この引用文では菩薩たちの修行の目的が、多くの人々の利益や幸福のため、世間への憐愍のためであり、無上正

等正覚の教えも、そのためにそのために説かれるのである。

（5） 『八千頌般若』（Vaidya ed., Aṣṭasāhasrikā P. P., BST no.4, Darbhanga, 1960, p.125）

 また、供養されるべき、完全な悟りを得た如来たちは、その時、その他の世界にとどまり、耐え、生きておら

れる。［かれらは］多くの人々の利益と、多くの人々の幸福と、多くの生きもの為に、利益と幸福のために、

神々と人間たちと、一切の生きとし生けるものを憐れむものとして、憐れみのために、かれらはまたこの智慧

の完成に敬意を払い、熱意を持っているのである。

 ye 'pi te 'nyeṣu lokadhātuṣu tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā etarhi tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti bahujanahitāya 

bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya, hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca, 

sarvasattvānāṃ cānukampakā anukampām upādāya, te 'pi sarve imāṃ prajñāpāramitāṃ samanvāharanti, autsukyam 

āpadyante.（p.125）

（6） 『善勇猛般若経』（R. Hikata ed., Suvikrāntavikrāminparipṛcchā P. P., Fukuoka, 1958, p.4, ll.7-13）

 「世尊は偉大な菩薩である善勇猛に答えられた。

 “まことによろしい、善勇猛よ。あなたが正しい悟りを得た尊敬すべき如来〔である私〕に、智慧の完成につ

いて問うたのは結構なことです。それはあなたが、偉大な菩薩たちのため（arthāya）, あるいはまた多くの生

きものの利益を願い、安楽を願うからであろう。また世間を憐れんで、神々や人間の人々のためを想い、彼ら

の利益と安楽を願うからでもあろう。また、現在・未来の偉大な菩薩たちの光明になろうと、あなたが欲する

か ら で も あ ろ う ”　yathā 'pi nāma tvaṃ bahujanahitāya pratipanno bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato 

janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca etarhy anāgatānāṃ ca bodhisatvānāṃ mahāsatvānām 

ālokaṃ kartukāma” iti）。

　（5） （6） ともに定型句で如来と菩薩の説法と心構えを述べているが、〔善勇猛〕菩薩が依用し、さらに他者に対

して説く内容は「智慧の完成」であり、般若経特有の教説となっている。
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（7） 『法華経』（Kern-Nanjio ed., Saddharmapuṇḍarīkasūtra, BB10, Osnabrück, 1970, p.41, ll.10-12）

 また、シャーリプトラよ、未來世においても、量り知れず、数え切れない十方の世界に、正しい悟りを得た尊

敬されるべき如来たちがおられて、多くの人々の幸福のため、多くの人々の安楽のため、世間を憐れんで、

神々や人間など人々の利益、幸福、安楽のために、〔この世に〕あらわれるであろう。

 ye 'pi te śāriputrānāgate 'dhvani bhaviṣyanti daśasu dikṣv aprameyeṣv asaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu tathāgatā arhantaḥ 

samyaksaṃbuddhā bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ 

ca manuṣyāṇāṃ ca /

　『法華経』においてもこの定型的語句が頻出することが判る。また、多くの写本の功徳文にもこの文句が記され

ていることから、経典の書写を重視する大乗の信仰にも大きな影響を持っていたことが判る。

５．まとめ

　以上、大乗経典における慈悲と憐愍の用例を検討してきた。慈悲についてまとめておけば、初期の仏教では「慈」

（maitrī）が多用され、次第に「悲」（karuṇā）と併称されるようになり、さらにこの二つの語に「喜」（muditā 他

者の幸福を喜ぶ）と「捨」（upekṣā 心の平静、平等心）が付加されて、「四無量心」あるいは「四梵住」といわれ

た。この実践は、修行者のもつべき基本的徳目として重視されていた。

　大乗仏教においては、慈悲は利他行と結びつけられ、菩薩の誓願とされるようになり、さとりに向かうための根

本原因であり、仏教の実践の基盤ともなった。それは『華厳経』や『大日経』の例で指摘したように、大乗経典一

般の思潮にもなっていくのである。

　また、慈悲と類似した憐愍は、「如来や菩薩たちが人々の利益と安楽のため、世間を憐れんでこの世に現れ、説

法する」という文脈で用いられていた。菩薩たちは、衆生や世間を憐れむ（共感する）もの（anukampakā）であ

り、その世間には神々や人間、阿修羅を含む生きとし生けるもののすべてが含まれる。そして、この憐愍によっ

て、無上なる正しい悟りにさえも到達できるとされていた。

　菩薩は、世間や人類の利益と幸福と憐愍（共感）のために、この世界に出で立ち、憐愍（共感）によって衆生を

見る。その働きが、大乗仏教の理想として描かれているのである。

注

１ しかし、『大般若波羅蜜多經』では、「慈悲に安住し、楽を与え、苦を抜く。このように一切の有情を愍念し、平等にして苦
を離れ、楽を得させんと欲する」（No.220.7. 般若部 , Vol. 71041b12-25）とあり、『大般涅槃経』では「もろもろの衆生の為
に不利益を除く、是を大慈と名づけ、衆生に無量の利楽を与えんと欲す、これを大悲と名づく」（T374.12.454a8）とある。
このように、慈と悲は厳密に区別されず、ほとんど同じ心情を表わし、マイトリーまたはカルナーという原語だけで「慈
悲」と漢訳されることも多い。

２ 『大日経』T848.18. 1b29-c1: 菩提心爲因。悲爲根本。方便爲究竟。
３ 『十地品』Dbh. p.16, l.5; 71, l.2; p.96, l.15, 『入法界品』Gv. p.6, l.12, p.389, l.19.
４ 『十地品』Dbh., p.116, l.17, p.143, l.12.
５ 『十地品』Dbh., p.18, l.6.
６ 『大智度論』T1509, Vol.25, 256c16ff。
７ 『大智度論』（T1509.25.0208c9-11）「四無量心者。慈悲喜捨。慈名愛念衆生。常求安隱樂事以饒益之。悲名愍念衆生。受五道

中種種身苦心苦。」云々。このようにしばしば四無量心の中に組み入れられて説明される。
８ T1509, vol.25, 209a7, 257b26, 417b21。
９ Monier Monier-Williams, Sanskrit English Dictionary, Oxford, 1899.
10 R.L. Turner, A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages, Oxford University Press, 1966.
11 the Passion で、ゲツセマネ（Gethsemane）の園および十字架上の＜キリストの受難＞ , あるいはキリスト受難曲 ( ＝

Passion music) のジャンルで、バッハ（Bach）作曲の「マタイ受難曲」（the St. Matthew Passion）のように使われる。ま
た、時計草（Passion Flower、Passiflora、flos passionis）なども、この花弁の形状が十字架のイエスに似ていることからこ
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の名が付けられたのである。
12 -pathy は一般的な英語としては、連結詞として、「～の感情、苦しみ、～病、～療法」などを意味する。たとえば、医学用

語としては、同毒療法を意味する homeopathy や、その反意語の逆症療法 allopathy がその代表的例である。しかし、これ
らも本来の「苦しみ」という意味から派生したものである。
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日本哲学の再構築に向けた基盤的研究
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Emile Guimet エミール・ギメ（1838-1918）時代の
仏教と宗教学

フレデリック・ジラール

　今日、東洋大学の国際哲学研究センターで自分の研究を発表する機会が与えられたことに、喜びと感謝の念を表

します。特に、発表を勧めていただき、東洋大学へ御招聘の便宜をはかってくださった先生方、竹村学長、橋本先

生、渡辺先生、岩井先生を始め、諸学兄に改めてお礼申し上げる次第であります。

　東洋美術の歴史の中で重要な位置を占めているエミール・ギメ Émile Guimet（1838-1925）は、数多くの観光客

に訪れられている人気のある地域に、東洋博物館を創立したことはよく知られている。但し、その創立者の構想こ

そがフランス人、ヨーロッパ人をはじめ、世界中からきている観客の東洋思想、東洋宗教、東洋美術に関する考え

方を形作っていること、又、文化、学術知識の持ち主である観客に大きな影響を与えていることに注意すべきであ

ると思われる。

　このように影響力のあるギメは実際にどういう人物であったのか、又、どういう目的を目指していたのかが問題

になる。さらに、実在のギメの意志、目標、希望は主に、東洋学博物館を建てる同時に、東洋に関する学識を流布

すること、東西文化交流、人文科学、美術学の分野を広げること、又、新しい学問として所謂「宗教学」を設立し

たいということであったことに注意したいのである。

　ギメは、リヨンの高ブルジョワ階級出身で、彼の父が創立した「ブルー・ギメ（Bleu Guimet）」で有名となっ

た会社の社長の地位を受けながら、エジプト趣味に引かれた後、美術や演劇や音楽と共に、エジプトの宗教をはじ

め、東洋考古学や宗教学の研究に手を付けている。エジプト学、東洋学、取り分け、ジョルジュ・ラファイエ

Georges Lafaye（1854-1927）1 という学者と共に、イシス信仰を専門にしていた。ギメはイシスの宗教を死ぬまで

研究し、特にギリシャ、ローマ、ガリヤ、ゲルマニア他の現地宗教との混淆を専門にしていることが、彼の出版

物、「ローマのイシス」や「ガリヤのイシス崇拝者 」を見れば分かる。又、そのイシスの混淆宗教の分析に際して

目立つのが、プラトンや新プラトン主義的な解釈をも付け加えていることであるが、これは恐らく十七世紀のイエ

ズス会のアタナシウス・キルヒャー Athanasius Kircher（1601-1680）の書いた『挿絵の中国』（La Chine Illustrée）

（1670 年）2 やモンフォコン Montfaucon などのイシス信仰の専門家の影響が見られる。

　彼が東京についてすぐに、最初に訪問したのが、江ノ島の弁財天である。又、日光の住職修多羅亮榮によって紹

介された名古屋の長栄寺の住職から悉曇の手引き、悉曇摩多體文を手に入れた際に、長栄寺のそばの深嶋神社、宗

像三女神、多岐理比売命、田霧姫命、田心姫命と那古野庄の深嶋弁財天について調べる機会があった。京都では、

興聖寺で禅宗の齋藤竜関にあっているが、お寺にも弁財天と大黒天の彫刻が収められていたので、ギメにとっては

両方の神が普遍的な性格を持っていたと信じていたかもしれない。

　しかし、彼の全体の業績、学問的な好奇心や方法論をみてみれば、ギメの日本宗教コレクション、特に彼が集め

た日本仏教パンテオンや、神仏の彫刻、絵画を閲覧していくと、日本宗教の全体を理解する手引きになることに気

がつく。それを明らかにしてくれたのが私の恩師であるベルナール・フランクである。

　それ故、1880 年にギメ博物館が出来た同時に、ギメは学術出版物を主宰して「ギメ博物館紀要」と「宗教学歴

史紀要」とを創刊したことは、あまり知られていないが重要な出来事であると思う。

論文
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一節　ギメの目指したことは何であろうか。

　ギメはフランスの文部省から奨学金を得て、明治九年の夏、秋、冬にかけて、日本、中国、印度を訪れており、

日本の宗教を研究テーマとして日本を訪れていた。

　ギメはどのような目的で日本に学識見聞を深めにきたのかについては、『日本散策』を読むと、ある日本人がそ

のことを質問したところ、ギメは自分が新聞記者でもなければ、宣教や観光などの為に来ておらず、日本の宗教の

研究のために来日したという返事で問答が終わっている。又、大津の日吉神社の有名な神主である西川吉輔の

1876 年 10 月 30 日の手紙では、フランスからカトリックの宣教師が大津、三井寺へ来ることを聞き、彼をやっつ

けに行って論破してやると決意して、その宣教師を迎えにいっているが、ギメは自分が宣教師ではないと明らかに

したのであった。

　実際、日本の法務省の明治 9 年 9 月 5 日付けの国立公文書文庫所蔵の文書を見ると、フランス法教師ギメは絵描

きのレガメと一緒に、我が国仏教の景況見聞のために、日光、浅間、鎌倉、伊勢、奈良、京都の神社、寺院を巡覧

することを許可する、と書かれている。その文書を見る限り、ギメは日本仏教の状況を見学するために、来日した

のが確実である。但し、所感に過ぎないが、日本の宗教全体を研究しにきたのではあるが、以前よりホフマンの日

本宗教、取り分け日本仏教に関する描写を読んでいたため、一番重要に思われたのがやはり、仏教だったというこ

とであろう。

　ギメは年代的には 19 世紀と 20 世紀に跨がる人であるが、ある意味では完全に 19 世紀を象徴しているといえる。

若い頃から自分の人生を自分で決め、一種の人間中心主義で人生を送り、理想と思ったことを勇敢に実現すること

に努力し、成功したとも言える。彼の業績を見ると、非常に幅広く、かつ驚くべき教養、ギリシャ、ラテンの古典

のみならず、ヨーロッパの中世・近世の歴史や思想の学問も汲みとり、又、他国の文化への好奇心、歴史学、学問

の方法論に注意しながら、自分の修身を完成し、自己の心を養った知識の持ち主である。また、一方では彼自身の

人間的な態度もそれを表している。というのも、彼が父から受け継いだ家業のやりかたは、共和主義思想と合わさ

り、人間社会の上で、他愛的に、公正な態度で正義的に、又、平等的に自分の会社の雇用人を扱うように配慮しよ

うとしている。そのようなところに人間尊厳という態度が目立つ。それは彼が信じていた、フランス風であるが、

当時の理念であった社会主義の原理に基づいてとった態度である。但し、特に 19 世紀に、例えばドストエフス

キーのような知識人の間に流行していたフーリエ（Francis Marie Charles Fourier, 1772 生まれ）の思想にも基づ

いていた。

　ギメは小さい時から美術的な感覚が発達しており、陶器、絵画、音楽に傾倒し、又学問、文芸、文学の造詣も深

く、人間と社会の発展の中心をなす哲学、宗教の問題に深い関心を持つようになった。例えば、自分で作曲した音

楽や、或は他の作曲家の音楽を、町の中で行列を作り、会社の雇用人に演奏させたりしている。そういうふうに雇

用人を動員して彼の考えでは自分の会社の中で自分と会社員が一揃いでフーリエの理想に相応しい一種の家族を作

るようになり、彼が考えた理想的な社会が出来ると思い込んでいた。このようなブルジョワ上級の社会主義が生ま

れたのはフランスの産物ではないかと思われるが、そういう思想はフランスの社会に深く根ざしているといえよ

う。

　そういった思想の中にカトリック教会の作っていた伝統神学、道徳価値システムに反抗した思想が流れているた

め、無神論的な要素が大分入っており、キリスト教でない宗教、思想システムへの関心が深まり、多神教、神の存

在を軽視し無視した儒教、取り分け仏教等は、近代思想の要求に応じるような宗教思想でもあった。特に 19 世紀

には仏教はカトリックの神のような道徳権威がなく世俗的な哲学思想のように見え、知識人だけでなく、ギメと親

しくなった政治家である社会主義者のジュール・フェリー文部大臣や頑固な性格で知られている大将軍の自由思

想、日本趣味の深かったジョルジュ・クレマンソー大統領も非常に関心をもっていた思想であった。

●エミール・ギメ（1836-1918）年表
1836：生まれ

1860：蒼色家業を継ぐ
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1865-1866　エジプト見学

1867：エジプト画、或る観光者の日記

1868：明治維新の年、ギリシャ、トルコ、ルーマニア旅行、画で見られたヨーロッパの東洋

1869：アルジェリヤ、チュニジア旅行

1871：チェルヌスキの日本見学

1872：『エジプト人のアジア』

1873：パリで第一国際東洋学会の極東部（中国、日本、インド、タタール）に参加

　　　東洋と近代人類学、民俗学の方法論に関心を深める

1876： フィラデルフィアヒアで万博でレガメや曉斎に合う。レガメと中国、印度、日本はフランス文部省奨学金で

宗教調査に行く

　　　26.8　横浜　2.9　東京、鎌倉、江ノ島、12-15.9　日光、上旬 .10　東海道、

　　　4.10　箱根、9.10　名古屋、13-14.10　伊勢、16.10　京都、3.11　上海へ出発、

　　　中国、一ヶ月間

　　　印度、一週間

1877： 三月フランスへ帰国。『日本散策』出版

1879： リヨンでギメ博物館創立

1880： 『宗教学雑誌』、創立

1883： 『ローマ風のイシス』

1884： ギメはフランス政府に博物館を寄付し

1898： 『プルタルコスとエジプト』

1900： 『ゴールのイシス崇拝教団』

1945： ギメ博物館が国立博物館になる

・ギメと交流のあった主な人物。
・有名人

槙村正直（1834-1896）bijutsu fukoku 美術富国 hakurankai 博覧会）と付き合う。

九鬼隆一（1852-1931）や福沢諭吉（1860-1862）に 1884 年、巴里で逢っている。

金澤、鎌倉、片瀬江ノ島へ Charles Wirgman（1832-1891）と見学する。Wirgman は Illustrated London News, 1861

や月刊の le Japan Puch（1862 à 1887）に記事掲載し、写真家の Felice Beato 1861-1867 と付き合い、又 小林清

親に逢い、学者の Ernest Satow と知り合い、画家の Georges Bigot（漫画 manga）と逢う、

東京と名古屋で 川鍋曉斎（1831-1889）と逢う。

・通訳者

通訳者は Léon Dury、日光と東海道と京都で近藤徳太郎、歌原十三郎（近藤は東京大学の前の段階の開成学校出

身）

京都で富井政章等（1858-1935）が通訳してからリヨンでギメと仕事を続けている。

今泉勇作（1850-1931）は後に、リヨンで梵語、ラテン語、フランス語、考古学の仕事をギメ博物館で続けている。

山田多田済（1855-1917）

・神道の神主

佐八定潔（Sabache, Sōchi Sadakiyo）、レガメによる二十二・二十三歳の時の肖像

十月十三日十四日伊勢で 田中頼庸と浦田長民に逢う。

大津市で、ギメがキリスト教の宣教師かと疑問されて日吉神社の西川吉輔と問答する。（年、十月三十日の書簡）。
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・仏教僧侶

修多羅亮延（1842-1917）、日光山門跡。

唯我韶舜（1804-1890）、浅草寺住職。

村田寂順／多喜寂順、妙法院門跡。

斎藤龍關（1831-1892）／良華、興聖寺住職。大教院の前教導職。

島地黙雷（1838-1911）、赤松連城（1841-1919）、渥美契縁（1840-1906）、西本願寺重役。

浄土宗の角谷隆音 1817-1883）、平家の末裔、西京聖光寺住職。

尊壽院住職の金光寺信元（1835-1898）。

日蓮宗の高麗智運（? − ?）妙滿寺住職。

山本藻助、経仏師。

・イシス信仰

アモン　　　　ゼウス　　　　　　ユピテル（主宰、天）

新プラトン派、ヘルメス聖典　　　translatio graeca：エジプトの神＝ギリシャの神（Hérodote 484-425）

オシリス　　　デイオニソス　　　バークス

オシリス　　　ハデス　　　　　　プルト＝セラピス（イシスの夫＋アピスの牡牛）

オシリス＝カノペ（火之神、壺の中に死者の内臓を納める壺、水を吐く人間の頭の壺、ロマ、ポンペイ）

イシス　　　　デメテル　　　　　セレス

イシス　　　　イヨ、プロメテウスの娘（XIVe s.）

ホルス　　　　アポロ　　　　　　男性のヘカト

童子ホルス　　Har-pe-hered = ハルポクラト　　Harpocrate（エロス羽童子）

青年ホルス＝ Aroëris（密儀の沈黙の神）

三頭、蛇體のセルベル　　Signum triceps（獅子＝現在、犬＝未来、狼＝過去）（輪廻無常の時間）

トット−野生犬頭アヌリス　　　ヘルメス　　　メルクル　　　（智慧、文字）

　マルシル・フィサンの『プラトン神学』1482 によればエジプトとプラトンとキリスト教の宗教哲学は同じく真

理と愛としての神を明らかにする。ヘルメスートット聖典はプラトンの哲学や福音の源であってオシリスの神話は

キリストのパッションに準える。へルメスの象徴たるカデイユーシェ（ケルケイオン）はオリヴィエの枝を捲る蛇

からなっていて弁舌や商売や医学の象徴でもある。仏敵の悪魔を降伏するクリカラ不動の形に似ている。

　殺されてナイル川に捨てられたバラバラの體のオシリスは奥様のイシスによって甦らされてホルスを生ませる。

オシリスは豊穣と再生の象徴のナイル川とされてセラピス - オシリスと牡牛のアピスの合一神として土地、豊穣、

言葉、植物、再生の神、あの世の神の長い髭の老人、ハデスの形で（犬、狼、獅子）三頭の犬を側に時間と永遠の

神と植物の冠を被って農業豊穣の神。

　カノプという名前で知られ聖水、再生の豊富な植物としてデイオニソスと合一されて、オジリスはミイラの形で

手に権𠀋と鞭をもって羽の入れた宝石冠を被ってローマやポンペイで死と再生の密教的な儀式の本尊とされてい

た。

　プルタルコスによればオシリスはナイル川でイシスはナイル川で養われている土地でホルスはその土地から出た

植物、食べ物等を表している。各の神は合理的に説明されて一つの宇宙的な原理を表し、象徴的な形をとった哲学

的な概念に当たるものである。その世界観には神々の上にある摂理に治められてギメは仏教の因縁に例えている。

　イシス崇拝はギリシャ風のオシリス神話の主宰として豊穣、農業、結婚、社会秩序の女神のデメテルと融合して

エレウシスの密儀の本尊として運命の神としても近世ヨーロッパで崇められた。

　16 世紀にヒエログリフへの関心とイシス銅板の発見はイシス崇拝を復興させながらエジプト神話の研究を進ま

せる。

　イシス銅板はイシスを中心に三十五柱の神を描いている。各々の神は一つの役割を持ってその役割を表す一つの
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動物の部分や一つの属性、道具を伴っている。イビスの顔トット、鷹の顔のホルス、死者の霊魂を導く犬の面のア

ヌビス、牡牛のアピスや鰐、スフィンクス、スコルピオ、ミイラや冠、玉、首飾り、棒、錫杖、スケプトルム、

壺、偽物の解読出来ないヒエログリフ等は何回も複写されている。1559 年にエネアス、ヴィーコの複写が有名。

完璧な宗の世界を描くこの銅板はエジプトを出発点としてすべての国のすべての神、神の動物や象徴や属性の比較

目録を作る考えを与えた。この銅板を註釈してロレンゾ．ピニヨラは 1615 に印度へ行ったセロステイスやオシリ

スの伝説によって比較宗教学を企ている。アテナシウス・キルヒャー 1601-1680 はエジプト、印度、中国、日本、

ヨーロッパ、アメリカの神々を新プラトン派的な汎神論的な解釈 lectio idealis で宗教、神学、テオソヒア、哲学

を同一視して膨大なエジプトのエディプス 1652 略して絵図の中国 1670 を出版した。彼の哲学では世界は四つのレ

ベルをわけて神々が表している宇宙的イデア、元素的な概念からなっている。この四つのレベル（イデア、理性、

天上、元素世界）は眼に見えない神的な中心から出ている神々によってお互いに通じ合うとする。アモンはすべて

を照らす原理、最上神であってイシスは豊富な自然、月様ですべての形で現れている普遍的な母系的な自然界、受

け身の原理であるのに対してオシリスは能動的な原理である。ホルスは所動と能動の両面を合わさった原理であ

る。三人とも三角的なトリアドとなっている。神々、ヒエログリフや漢字、属性等の習合によって宇宙が

emanatio 流出 resorptio 帰着の両過程で救済的なプロセスが進んでいる。

　ギメの見ていた宗教観では神々の姿や属性、道具の役目など哲学、形而上学、合理的に組織された概念の世界で

あっただろうか。

・ギメの問答

I． Création　造物、造物者有無

神道　造化三神即天御中主神。禪　唯心ノ所現。日蓮　小乘魔醯首羅天「神名」造作　大乘説因縁所成、真宗　本

有自然ノ理、浄土宗　衆生一心　真言宗　正報業感、依報自在天梵天、天台宗　能造主宰不立、萬物心造法、因

果、真如

II． Puisssance et vertu du Hotoké　幸災、威徳、地獄天国の果報の主宰

 Juge et sujet de la rétribution des actes　禍福所由

神道　神の威徳。禪　無し。日蓮　小乗業、大乘眞妄、真宗　自己ノ因縁ヨリ感招、浄土宗、真宗　因果自然ノ常

理、隔絶セル古今ノ變化、浄土宗　自業内因、佛神主宰賞罰外縁、唯心所造　真言宗　地獄或ハ天堂ヱ到ルハ自

業自得、天台宗　法身般若解脱ノ三徳、常樂我淨ノ四徳、十力四無所畏等ノ威徳

III．Miracles, Effets magiques　奇特、法力怪異

神道　無し。禪　無、神通力。日蓮　神通力、不思議、真言宗　因果自然の常理、浄土宗、真言宗、神通不思議、

天台宗　禪定智恵咒力發得、神通自在

IV．Vie future 來生、心魂未來ニテ生死有無

　神道　天に魂不滅、罪悪人魂不歸天。禪　心性不生不滅。日蓮　人魂漸滅セサル、真宗　三世展轉シテ無盡ナレ

ハ三世即チ無始無終ナリ、浄土宗　人魂至処ハ此魂此身内、真言宗　三世因果、天台宗　成毀アル者ハ肉身ナリ

始終ナキ者ハ心魂

V．Morale 心理（修行）、心を理ム、耶蘇教の十戒

神道　神所賦の魂自識善悪邪正是非忠孝、神魂歸天。禪　贅沢な質問。日蓮　五戒十善、諸惡莫作衆善奉行、真宗

「諸惡莫作　衆善奉行　自淨其意　是諸佛敎」「通戒偈」、浄土宗　本律寺、遁世寺、官寺三寺、　真言宗　戒法ヲ

護持　天台宗　修心、戒定慧
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VI．Histoire et doctrine 佛教主意大概、宗旨の來歴、来歴と教示

神道　造化三神、機能の萬神、人、神武。禪　諸悪莫作衆善奉行自浄其意是諸佛教」教外別傳不立文字。日蓮　佛

界因果ノ功徳受得、真宗　因縁生起ノ法理、浄土宗　十界同一佛性、　真言宗　我身即チ佛身、天台宗　顯密禪

ノ三

VII．Culte des mânes et des esprits 鬼神、Dieux japonais et Buddha 神と佛、佛説神、漢神、國神

神道　行：威儀作法清浄 , 誠敬 . 禪　天部佛法守護ノ善神　租税ヲ納ムル .　日蓮　隨機縁崇奉、漢神崇敬セス、真

宗　阿彌陀佛ヲ信奉スルノ外別ニ奉スル所ノ神ナシ　餘ノ宗旨ニ佛ノ變化身、浄土宗　權實二神、三国五行詫神

　真言宗　神徳霊妙不測、國家守護佛法擁護、大國主 = 大黒神後人憶説、天台宗　神則佛　佛則神

VIII．Textes sacrés de base 所依の佛經、佛祖書目

神道　古事記、日本書紀、大日本史等。禪　『臨濟録』。日蓮　真宗　浄土宗　真言宗　天台宗

追加　真言宗　印ノ義

・書誌学。
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赦す神と裁く神
──後期西田哲学の宗教論──

白井　雅人

序

　西田幾多郎は、最晩年の論文「場所的論理と宗教的世界観」において、宗教の問題を集中的に論じたということ

は良く知られている。この宗教論は、浄土真宗との連関で論じられたり、キリスト教のアガペーとの連関で論じら

れたりすることが多かった（1）。それらの研究で論じられているのは、浄土真宗の悪人正機説などと関連付けられ、

悪人をも救う神、すべての人を赦し愛する神であった。このような議論では、人を救い、赦す神が重視される傾向

にある（2）。

　西田自身も、「場所的論理と宗教的世界観」の中で、超越的な神としての裁く神を批判しているように読める箇

所がある。

	 併し私は、何処までも自己否定に入ることのできない神、真の自己否定を含まない神は、真の絶対者ではない

と考へる。それは鞫く神であつて、絶対救済の神ではない。それは超越的君主的神にして、何処までも内在的

なる絶対愛の神ではない。（11-458）

　だが、この箇所を注意深く読めば、裁く神が否定されているのではなく、裁く神という側面だけでは真の神とは

言えないということが言われているだけであることに気づくだろう。実際に西田は、「我々の自己は何処までも唯

一的個的に、意志的自己として、逆対応的に、外に何処までも我々の自己を越えて我々の自己に対する絶対者に対

すると共に、内にも亦逆対応的に、何処までも我々の自己を越えて我々の自己に対する絶対者に対するのである」

（11-434f.）と述べた後、「前者の方向に於ては、絶対者の自己表現として、我々の自己は絶対的命令に接する、我々

は何処までも自己自身を否定して之に従ふの外はない。之に従ふものは生き、之に背くものは永遠の火に投ぜられ

る」（11-435）と、命令し、命令に背くものを裁く神について肯定的に語っている。

　また、「宗教と云ふのは、知識の立場から神を最高原理として考へることでもなく、又道徳の立場から要請とし

て神の立場を調めることでもない。又然らばと云つて、単に主観的な神秘体験に基くと云ふのでもない。右に云つ

た如く、それは知識や道徳の根柢となる立場である」（11-137）と述べている通り、道徳を基礎づけるものとして、

宗教を位置づけている。それ故、救いという点だけではなく、道徳的実践を要求するものとして宗教が論じられて

もいるのである。

　すなわち西田は、神には裁くものとしての側面と、赦すものとしての側面の、二つの側面があると考えていたの

である。だが、単純に、神が異なる二つの側面を有しているということを意味しているのではない。先取りして言

えば、命令し裁く神であるからこそ、赦し救うものなのである。同時に、赦し救う神であるからこそ、命令し裁く

神でもあるのである。神が命令し裁くことと、赦し救うことが一つの事態を形成しているのである。

　以上のような問題意識に基づき、本稿では、これまでの研究では見落とされて来た、命令し、裁く神としての側

面に注目しながら、神の赦しと命令の関係を明らかにしていきたい。第 1 節では、神と我々の自己との関係を論じ

るのに先立ち、西田がどのように人間のあり方を考えていたのかを素描する。第 2 節では、人間のあり方から導き

出される神のあり方について論じる。そして第 3 節で、神と人間との関係を論じ、それによって神の裁きと赦しが

いかなるものであるかを明らかにする（3）。

論文
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１　我々の自己はいかなる存在であるのか

　赦す神・裁く神について論じる前に、そのように神と出会う我々の自己がいかなるものであるかについて考えな

ければならない。本節では、神との関係について論点を絞り、自己のあり方について簡単に見ていくことにしよ

う。

　西田は、自己について、以下のように特徴づける。我々の自己の本質が、対象的な存在（西田の用語では「主語

的有」）によって規定されるならば、法則や対象に支配される本能的な存在に過ぎなくなる（11-400）。そこでは、

我々の自己が外的なものに解消されるために、「そこには自己と云ふものはない」（11-401）ということになってし

まう。

　だが、我々の自己の本質が理性であると考えることもできないと、西田は主張する（4）。自律的理性的に自己を

考えた場合、「我々の自己は、何人の自己でもなく、また何人の自己でもあり得る、単なる一般者の自己限定と云

ふ如きものに過ぎない。それは何等の個性も有たない、何等の実在性も有たない、抽象的有たるに過ぎない」（11-

401）。理性とは、理性をもつものには誰にでも妥当する一般的なものであり、普遍かつ不変なものと考えられるだ

ろう。それ故、「理性は生死するものではない。そこでも生命と云ふものが外的に考へられて居るのである」（11-

421）。理性を根拠にしては、死にゆくものとして生命を考えることができない。むしろ、理性の法則という外的な

もので自己を規定してしまっているのである。西田は、「実践的自己とは、単なる理性ではない。法を破る可能性

を有つ所に、自己があるのである」（11-401）と述べる。法則から人間を規定する限りでは、やはり何処までも一

般的なものから人間を規定することになる。逆に、人間は法を破ることのできる自由をもつものとして、その本質

が考えられるべきなのである（5）。

　もちろん、法を破る可能性をもつものとして人間を考えることは、単なる恣意的な存在として人間を考えること

ではない。本能や欲求に従って法を破る限りでは、上述の通り、外的なものに支配された自己となってしまうから

である。そこで西田は、必然性に従いながらも、同時に自由であるような自己のあり方を構想することになるので

ある（6）。

　西田は自己について、「内と外との矛盾的自己同一的に、何処までも自己に於て世界を表現すると共に、世界の

一焦点として自己自身を限定する所に、即ち創造的なる所に、自由なると共に内的に必然的なる、我々の人格的自

己があるのである。絶対的無にして而も自己自身を限定する絶対矛盾的自己同一的世界に於てのみ、我々の人格的

自己と云ふものが成立するのである」（11-402）と述べる。このことは、何を意味しているのであろうか。

　「自己に於て世界を表現する」という言葉で西田が問題にしているのは、人格的自己と世界の関係のうち、人格

的自己の創造的側面である。我々は、自己表現を行う。西田の言う自己表現とは、自己を表現するものを作り出す

ことによって、自己を外に表出しているということである。同時にこの自己表現は、単に個人的な出来事ではな

く、世界の中で起こる出来事でもある。しかも、世界の中で何かが作り出されるということは、世界に新たなもの

が付け加えられ、世界が新たな形をとるということも意味している。世界のあり方と我々の自己表現がつながって

いるという意味で、「自己に於て世界を表現する」と言われるのである。

　「世界の一焦点として自己自身を限定する」ということが意味するのは、人格的自己と世界との関係のうち、世

界の働きの側面である。我々の自己は、世界のあり方によって限定されている。しかも「一焦点」として限定され

るのであって、世界のすべてを反映するのではなく、時代と場所の制約を受けた一つの焦点に過ぎないものとして

限定されている。我々の自己は、生きている時代と場所の状況を引き受けながら、自己のあり方を決めていくので

ある（7）。

　以上の事態を簡単にまとめれば、人格的自己は、時代と場所の制約を受けながら、同時に自己表現を通じて新た

な世界を作り出していくものであるということである。この世界の力動性こそが、西田が「創造的」と述べている

ことである。そして、時代と場所の制約が「内的に必然的」と言われる要素であり、自己表現を通じて世界を作り

出していく点において「自由」と言われるのである。

　しかし、このような世界は単なる恣意的な自由な世界であるに留まらない。西田は、世界や自己がもっている傾

向性、方向性について以下のようにも述べているのである。
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	 世界は矛盾的自己同一的に、絶対現在の自己限定として、自己の中に焦点を有ち、動的焦点を中心として自己

自身を形成して行く。世界はそこに自己自身の秩序を有つ。我我の自己は、かゝる世界の個物的多として、そ

の一々が世界の一焦点として、自己に世界を表現すると共に世界の自己形成的焦点の方向に於て自己の方向を

有つ。（11-378）

　ここで重要なのは、世界の焦点とは「動的焦点」であり、そこに秩序が見出されるということである。西田によ

れは、世界は歴史的に動いて行くものであり、その動きは過去から未来へと一定の秩序をもつ動きなのである。た

だここで注意しなければならないのは、「絶対現在の自己限定」と言われていることである。歴史は過去からの影

響を受け、未来への目的へと向けて動きながら、同時に現在が現在を限定するような、現在における自己限定でな

ければならないのである。すなわち、現在は過去から因果論的に決定されているのでもなく、未来へ向けて目的論

的に決定されているのでもない。過去を課題として引き受けながら、未来へと歴史を刷新していくということを意

味しているのである。このことは、具体的には以下のようなことを意味している。すなわち、現在において、過去

は与えられたものとしてある。しかもその過去は、単なる所与ではなく、課題に満ちたものとして与えられてい

る。過去が課題に満ちているということは、与えられた過去を否定して、新たな現実へと過去を刷新するように課

せられているということである。つまり、過去は否定すべきものとして与えられているのである。未来も同様に、

固定的な目的としてあるのではなく、その都度の現在に与えられた課題を通じて見えてくる目的となっている。す

なわち、歴史の秩序、方向性とは、一つの流れや一つの秩序を意味しているのではなく、現在においてその都度表

れる過去からの課題を引き受けつつ、未来へ向けて状況を刷新していくことである。さらにまた、新たに作り出さ

れた状況にも課題が現れ、その都度新たな未来が目指されることになるのである（8）。

　そして、人格的自己は、この歴史の方向性の中で自己表現を行うのものとされる。上述の引用の、「自己に世界

を表現すると共に世界の自己形成的焦点の方向に於て自己の方向を有つ」はこのことを意味している。人格的自己

は、過去の歴史を課題として受け取り、過去の世界のあり方を否定して、世界を刷新する。課題を引き受け、新た

な未来を作ることを通して、自己表現を行うのである。このような世界のあり方として、西田は「かゝる世界は、

必然の自由、自由の必然の世界である。我々の自己に対する当為と云ふことは、かゝる世界に於てのみ云ひ得るの

である」（11-379）と述べる。過去から未来へと動く世界の方向性に従っているという意味では、人格的自己は必

然性の中を動いている。しかし、過去を否定して新たな未来を作り出すという意味では、過去の世界のあり方にと

らわれない自由を有しているのである。

　以上のように、人格的自己は過去を課題に満ちたものとして否定の内に受け止めるものである。過去からの課題

を担うという意味で必然的であり、過去にとらわれず新たなものを作り出せるという意味で自由である。この際、

否定の内に受け止めるということが、自由と必然の両方の根拠になる。それ故、次節では、否定性としての死と絶

対者の問題を見ていくことにしよう。

２　否定性と絶対者

　前節で見たように、我々の自己は決して死なないような理性ではなく、生死のただ中を生きているものであっ

た。それ故、単なる理性と区別された我々の自己は、自らの死を知るものとして特徴付けられることになる。そこ

で西田は「然るに、斯く永遠の死を知ることが、自己存在の根本的理由であるのである。何となれば、自己の永遠

の死を知るもののみが、真に自己の個たることを知るものなるが故である。それのみが真の個である、真の人格で

あるのである。死せざるものは、一度的なものではない」（11-395）と述べている（9）。しかしここで注意しなけれ

ばならないのは、自らの「死」に「永遠の」という形容詞がついているという点である。我々の自己は、一度死ん

だら決して蘇らない。自己の死は、永遠に自己が死ぬことを意味しているのである。自己の死を知ることによっ

て、自己の一度限りの生を知り、「始めて真に自覚する」（11-395）ということにもなる。自己が二度とは蘇らない、

決して繰り返されないものだということを知ることによって、「真の個たることを知」り、「真の人格」として「真

に自覚する」のである。自己の永遠の死を知ることにおいて、我々の自己は自己が決して二つとはないかけがえの



110 赦す神と裁く神──後期西田哲学の宗教論──

ない命を生きているのだということを自覚するのである（10）。さらに西田は、西田は「相対的なるものが、絶対的

なるものに対すると云ふことが、死である」（11-396）と述べる。我々の自己の死を自覚するということは、この

ような「絶対的なるものに対する」ことから可能になるのである。では、絶対的なるものに対するということはい

かなる事態であろうか。

　西田によれば、「絶対と云へば、云ふまでもなく、対を絶したことである。併し単に対を絶したものは、何物で

もない、単なる無に過ぎない。何物も創造せない神は、無力の神である、神ではない。無論、何等かの意味に於

て、対象的にあるものに対するとならば、それは相対である、絶対ではない」（11-396f.）。つまり、絶対は単に対

を絶したものでもないし、自らの対象として相対的なものとと対するのでもない。そこで、「絶対は、無に対する

ことによつて、真の絶対であるのである。絶対の無に対することによつて絶対の有であるのである」（11-397）と

言われる。対象的には、何ものとも対しない。ただ、「絶対の無」に対するのである。しかしまた、単に対象的に

無であるというだけでは、やはり対するということはできない。それ故、「単なる無は、自己に対するものでもな

い。自己に対するものは、自己を否定するものでなければならない」（11-397）ということになる。この無は、単

に無であるということを意味するのではなく、それに対することによって自己が否定されるような無である。自己

を否定する力として現れるからこそ、その無は無として対すると言えるのである。しかしまた、「自己の外に自己

を否定するもの、自己に対立するものがあるかぎり、自己は絶対ではない」（11-397）と言われるように、自己の

外に何か否定するものがあるのならば、それはやはり相対的なものであって絶対とは言えない。自己を否定するも

のも自己自身でなければならない。それ故、「絶対は、自己の中に、絶対的自己否定を含むものでなければならな

い」（11-397）ということになる。自己の外に自己を否定するものをもつのではなく、自己の中に自己を否定する

ものをもつのである。つまり、自ら自身が自らを否定するということを意味し、そしてそれはまた「自己を否定す

るものに対する」という事態ともなり、自らを否定する自ら自身と対するということになる。このように、「絶対

の無に対する」ということは、自らを否定する自ら自身と対するということであり、「自己が絶対の無となると云

ふことでなければならない」（11-397）ということになる。自らが絶対の無となることによって、「無が無自身に対

して立つ」（11-397）ことになるのである。つまり絶対は、単に対を絶したものでもなければ相対に対するのでも

なく、絶対が絶対自身に対するものであり、そのように自己自身に対するということは自らが絶対の無となり、自

らを絶対に否定するということなのである。

　このような絶対の無になり自らを絶対に否定するということは、「何処までも相対的に、自己自身を翻へす所に、

真の絶対があるのである。真の全体的一は真の個物的多に於て自己自身を有つのである」（11-398）ということに

なる。つまり、真の絶対は自らを否定し翻し、相対的な個物的多を成立させるものとしてあり、その限りで絶対な

のである。「相対的なるものが、絶対的なるものに対する」という事態は、絶対的なるものが自らを否定し、自ら

の否定に対しているという事態として考えられ、このような絶対の自己否定の内に相対が成立するのである。それ

故、「単に超越的に自己満足的なる神は真の神ではなからう。一面に又何処までもケノシス的でもなければならな

い。何処までも超越的なると共に何処までも内在的、何処までも内在的なると共に何処までも超越的なる神こそ、

真に弁証法的なる神であろう。真の絶対と云ふことができる」（11-399）。絶対は、相対的な個物ではなくそれを超

越したものでなければならないが、単に超越したものでもない。ケノーシスと言われるような絶対的な自己否定の

内にあり、相対的な個物的多を成立させ、その内に内在的に息づいているのである。「神は愛から世界を創造した

と云ふが、神の絶対愛とは、神の絶対的自己否定として神に本質的なるものでなければならない、opus	ad	extra

ではない」（11-399）。神が自らを絶対に否定し相対となっていくこと、そのような神の愛によって我々は自己の命

を生きられる。この神の働きは、絶対者に本質的な働きであり、愛の神でない神は真の絶対者とは言えない、とい

うことにもなる。

　こうした神の自己否定を通じて、我々の自己は、絶対の否定に直面する。この絶対否定は、実存的には、自己の

無を知ることを意味する。自己の無を知るということは、自己が死によって永遠に失われ、甦ることがないという

ことである。そして、倫理的には、我々の自己が与えられたものを絶対に否定すべきものとして受け取り、新たに

世界を刷新していくように動かされるということを意味している。神は自己否定を通して、我々の自己を成立させ

る愛の神である。しかし同時に、神は絶対否定として、我々を絶対に否定する存在でもある。愛の神であると同時
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に、我々を否定するものとして現れる、ということについて、次節でみていくことにしよう。

３　二つの逆対応──赦しと裁き──

　西田は神と人間の関係を逆対応と規定する（11）。西田の逆対応という語は、そもそもは彼の数学論に由来する語

であるが（12）、ここでは否定を介した相対と絶対との関係を表す語となっている（13）。ただしここで注意しなければ

ならないのは、「逆」対応の他に、例えば「正」対応といったものがあるわけではないということである。前節で

見たように、絶対者と相対者の関係は、何処までも絶対なるものが自己否定することによって可能になるものであ

り、その意味で否定を介さない関係というものは原理的にありえないということになる（14）。では、このような否

定を介した関係は具体的にはいかなるものであろうか。

　序でも触れたが、西田は外に絶対者と出会うとともに、内に絶対者と出会うものであると、以下のように規定す

る。

	 我々の自己はどこまでも唯一的個的に、意志的自己として、逆対応的に、外にどこまでも我々の自己を越えて

我々の自己に対する絶対者に対すると共に、内にも亦逆対応的に、何処までも我々の自己を越えて我々の自己

に対する絶対者に対するのである。前者の方向に於ては、絶対者の自己表現として、我々の自己は絶対的命令

に接する、我々はどこまでも自己自身を否定して之に従ふの外はない。之に従ふものは生き、之に背くものは

永遠の火に投ぜられる。後者の方向に於ては、之に反し、絶対者は何処までも我々の自己を包むものであるの

である、何処までも背く我々の自己を、逃げる我々の自己を、何処までも追ひ、之を包むものであるのであ

る、即ち無限の慈悲であるのである。（11-434）

　この引用で明らかなのは、神に背く我々を包む神と、絶対命令に背くものを永遠の火に投じる神という、二つの

神のあり方があるということである。このうち、包む神の側面は、前節でみたように、自己を否定して相対的な人

格的自己を成立させるという点にある。神に背く人間に何処までも寄り添い、何処までも支え続ける神である。

　だが忘れてならないのは、同時に裁く神、背くものを永遠の火に投じる神でもあるということである。我々の自

己を包み肯定する神であると同時に、何処までも我々の自己を否定する神でもあるのである。この点について、さ

らに詳しく見ていこう。

　西田は、「我々人間の歴史は、宗教的な語を以て云へば、神の言葉とも云ふべきものによつて、建設せられて来

たのであり、之によつて建設し行く所に、我々の実践的当為があるのである」（10-60）と述べる。また、別の論文

でも、「一々の事実が世界の自覚的意義を有すると共に、絶対的一者の自己表現として無限の当為を含んで居るの

である」（10-495）と述べている。上で見てきたように、過去は否定すべきものとして現れ、我々に課題を与える

ようなものであった。このような課題を「無限の当為」と呼びながら、西田は、それが「絶対的一者の自己表現」

や「神の言葉」であると言い換えている。過去を課題として否定すべきものとして我々に与えるのは、神の言葉と

しての絶対的一者の自己表現なのである（15）。

　上述したように、神の絶対否定を通して、我々の自己が成立する。自己の根柢に絶対否定があるからこそ、死を

自覚し、唯一の自己として存在する。そして同時に、絶対否定によって自己が成立しているからこそ、過去の原因

や未来の目的にとらわれない自由な自己としてあり得る。否定を通じて成立しているがゆえに、過去も未来も否定

して、自己が自己を形成するということが可能になるのである。こうして我々の自己は、過去の原因を揺るがせる

ことのできない所与として受け取るのではなく、否定すべき課題として受け取ることができるようになるのであ

る。では、具体的には、どのように課題を受け取るのであろうか。

　まず大事なのは、神の言葉と言ったとしても、目の前に神が降臨して何か具体的な言葉をしゃべりかけてくる、

というような意味では全くないということである。現実が課題をもったものとして立ち現われてくるということ、

そのことが絶対的一者の自己表現であり、神の言葉である。むしろ絶対否定としてのみ現れる神は、対象的な有と

しては決して現れない絶対無である。しかし同時に、我々の自己を成立させるアガペー、絶対の愛でもある。この
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絶対の愛が与える課題について、西田は以下のように述べる。

	 我々は何処までも超越的なる一者に対することによつて、真の人格となるのである。而して超越的一者に対す

ることによつて自己が自己であると云ふことは、同時に私がアガペ的に隣人に対することである。（9-216）

　この言葉は、イエス・キリストの「あなたがたに新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。わたしがあなたが

たを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい」（ヨハネ	［13:34］）や隣人愛を説く場面を髣髴とさせる言

葉である。ただしここで注意しなければならないのは、イエスが隣人愛を説く場合、普通には隣人と思われない異

邦人のサマリア人（ルカ	［10:25-37］）であり、「敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」（マタイ	［5:44］）

ということを意味していることである。我々の自己にとってみればとうてい隣人とは言えないものを愛するという

ことが要求されているのである。

　西田は同様に、「我々は神のアガペに倣うて私自身の如く隣人を愛することによつて人格的自己であるのである」

（6-424）とも述べている。「アガペ的に隣人に対する」ということは「神のアガペに倣う」ということである。神

のアガペとは自己否定を通じて、我々の自己を成り立たせることであった。それ故、神に倣ってアガペ的に隣人に

対するということも、自己否定を通じて他者を生かすこと、ということでなければならないだろう。過去を課題と

して受け取るということも、我々の自己を規定する過去から続く歴史的枠組みが、隣人を暴力的に、敵や異邦人の

地位におしこめてしまうものであることを自覚すること、また、愛の内に隣人を生かすことを意味するのである。

すなわち、他者を暴力的に異邦人や敵と措定してしまうような過去の枠組みを自覚し、それを否定することを通じ

て他者との関係を築くことが求められているのである。

　こうして、裁く神と赦す神が一つの事態であることが明らかになる。西田は、「（……）アガペと当為とは相対立

するものではない。道徳的当為は却つてアガペに基礎附けられるものでなければならない」（10-115）と述べてい

る。我々の当為は、神のアガペーのように、自己否定を通じて他者を生かすべし、というようなものなのである。

神が突き付けてくる課題とは、他者を異邦人とし、敵とするような我々の過去のあり方を否定して、他者と真の意

味で出会う場を築くことであると言うことができるであろう。神が赦す神であるからこそ、我々の自己は他者を愛

することへと導かれる。しかし同時にそれは、我々の自己が持つ他者への暴力性の自覚を求め、自己を否定するこ

とをどこまでも迫ってくる裁く神でもあるのである。

結　語

　以上のように、赦す神と裁く神が、「アガペ的に隣人に対すること」を求めるものとして一つの事態であること

が明らかになった。アガペーによって何処までも自己が愛されるとともに、アガペーのように自己を否定すること

を突き付けられているのである。我々の自己を成り立たせる慈愛の神は、自己を否定し他者へと向かうことを要求

する裁く神でもあるのである。

　第 1 節では、我々の自己における自由と必然の問題を論じた。過去を課題として受け取りその解決へ向けて動く

という点では歴史の必然に従うことでありながら、同時に過去を否定できる自由を得ているという、自由即必然の

関係を明らかにした。第 2 節では、そのような否定性の根源として神の自己否定があることを論じた。そして第 3

節では、神の自己否定が突き付けるものは、アガペー的に隣人に対することであることを論じた。他者を異邦人と

見なすような過去のあり方を否定して、自己否定を通じて他者と出会うことが求められているのである。

　神とは逃げる我々を包み赦す神であるとともに、アガペーの神であるがゆえに、我々の自己に対して何処までも

自己否定を迫るような神でもあるのである。



113国際哲学研究４号 2015

凡例

１ 西田幾多郎の引用は、下村寅太郎他編『西田幾多郎全集』1965-6 年、岩波書店、より、巻数－頁数の順に掲げる。なお、旧
漢字を新漢字に改めた。

２ その他の文献については、著者名［出版年：頁数］のように記した。論文全体の参照を指示する場合などは、頁数を省略し
た。当該の文献は文献表によって知ることができる。また、全集など再録されたものや改版されたものを参照した場合、文
献表の書名の横に（）で初出年を記し、［］の中で初出年→再録年の形で表記した。この場合、引用のページ数は文献表に
ある再録されたもののページ数を指す。

３ 聖書からの引用は、新共同訳を使用し、書名［章数：節数］という形で表記した。
４ 引用文中の（……）は省略記号である。
５ 人名への敬称は省略する。西洋由来のカタカナ語は現在において一般的なカタカナ表記法で記したが、西田の引用文中にお

いては西田の表記したとおりにした。

文献表
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板橋勇仁『歴史的現実と西田哲学』、法政大学出版局、2008 年
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松丸壽雄『直接知の探求─西田・西谷・ハイデッガー・大拙』、春風社、2013 年
務台理作『場所の論理学』（1944 年）、「こぶし文庫」こぶし書房、1996 年
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注

（１） 絶対の愛や慈悲に注目して逆対応について「名号」を中心として浄土真宗の立場から論究したものとして、大峯顯［1994］
や長谷正當［1996］がある。その他、武田龍精［1991］が浄土真宗の立場から西田の宗教論を論じている。キリスト教との
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関わりにおいては川村永子［1988］、浅見洋［2000］を参照。
（２） 例えば、竹村牧男は、鈴木大拙との関係の中で西田の神について以下のように述べている。大拙の言う「日本的霊性」の本

質は、「決して善なら救う、悪なら罰すという分別がなく、条件がなく、善・悪にかかわらず救いとるはたらき」（竹村牧男
［2002:252］）であるとし、同様に西田の「神」も、「絶対の愛の神である。背き、逃げる我々の自己を、どこまでも追いか
けてさえ包む、無限の慈悲の神である」（竹村牧男［2002:253］）。愛の神、慈悲の神の側面が強調され、裁く神という問題
は取り扱われていない。

（３） 本論文では、後期西田哲学における宗教の問題を扱うため、『善の研究』期の宗教哲学について論じる紙幅をもたない。西
田の『善の研究』期における宗教的なものに関する批判的考察としては、リーゼンフーバー［2014］とりわけ「第十四章　
純粋経験の宗教的側面」を参照。『善の研究』の宗教を科学との関連で論じたものとしては、松丸壽雄［2013：16-26］を参
照。また、同様に詳述できない場所・叡智的世界期の宗教的なものに関する批判的考察としては田中裕［1993］とりわけ第
六章「宗教的世界の批判と場所の論理」を参照。初期から最晩年に至るまでの西田の宗教論を通時的に論じたものとして、
小坂国継［1994］も参照。

（４） ここでいう理性は、西田の絶対否定に媒介することによって働いている「真の理性」ではない。通俗的な理解としての理性
が論じられている。真の理性については、白井雅人［2014］で詳しく論じた。また、西田哲学における理性、生死する個、
逆限定という問題を扱ったものとして務台理作［2001］とりわけ「西田哲学における宗教的なもの」も参照。

（５） 西田幾多郎の自由論について、包括的な研究としては、田口茂［2006］がある。田口は、『自覚に於ける直観と反省』にお
いて既に、自由との連関の中で悪に積極的意義を認めるような論述が見出されることを指摘している。

（６） 西田哲学における「恣意」と「自由」と「必然」の問題に関しては、板橋［2008］も参照。
（７） 表現における「自己」と「世界」の関係については、紙幅上詳論できない。この問題に関しては、白井雅人［2006］、［2013］

で詳細に論じた。また、映す / 写すという点に注目して表現を論じたものとして、岡田勝明［2001］も参照。
（８） ここでは詳述できないが、歴史的世界に現れてくる課題については、白井雅人［2007］で詳しく論じた。課題と絶対者の関

係については、杉本耕一［2013：204-205］も参照。
（９） もちろん、「自己の無を知ると云ふことは、単に自己を無と判断することではない」（11-395f.）と西田が述べるように、自

己の死を知るということは、単に自分が死ぬということの知識を有することではない。本稿で論じるように、実践を通じて
否定性を引き受けるということを意味している。

（10） 西田における死の問題については、松丸壽雄［2013：90-91］に代表されるように、自己の絶対的な転換という意味で死を
考える場合がほとんどである。しかし、浅見洋［2009：282］で述べられているように、具体的な自己の死を視野に入れた
ものであると解すべきであろう。

（11） 逆対応については、様々に論じられている。代表的な文献を挙げるとするならば、小坂国継［1994］、小坂国継［1995］や、
上田閑照［2002］、竹村牧男［2002］など。また、「逆対応」という西田の語にいち早く注目したものとして務台理作の名を
挙げることができるだろう（務台理作［2001］、とりわけ「逆限定の可能について（1948 年）」を参照）。また、務台が逆限
定という形で逆対応に注目したことを支持し、逆対応に西田哲学の真髄が表れると強調したものとして秋月龍珉［1996］、
とくに第一部 IV「西田哲学の基本思想」が挙げられる。なお、この秋月の論考の雑誌初出は 1957 年である。

（12） 晩年の西田の数学論に関しては松丸壽雄［2005］を参照。同時に、逆対応は務台理作［1944 → 1996］の「場所的対応」と
いう語からヒントを得たものであるという指摘もある（小坂国継［1994］を参照）。

（13） 逆対応という語は初出時には個と個との関係を表す語であった。この語は論文「場所的論理と宗教的世界観」に先立つ論文
「数学の哲学的基礎附け」において初めて現れる。そこでは、「併し矛盾的自己同一的に自己自身を限定する形に於ては、個
と個とは、根柢的に、相互に何処までも逆限定の意義を有つたものでなければならない、相互否定の意義を有つたものでな
ければならない。形が一面に於て自己否定的でなければならない。而も否定の否定として自己肯定的に、自己自身を限定す
る形は、先づ自己自身に一々対応するのである。云はば個と個とが逆対応をなす所に自己自身を限定する形といふものが考
へられるのである」（11-243）と言われており、個と個との関係について「逆対応」と言われていた。また、逆対応と対を
成すような「一々対応」という語も使われていた。論文「数学の哲学的基礎附け」の中では他にも、「被限定面に於てある
個物的多とは、正と負と逆対応をなすと考へなければならない」（11-244）、「個と個との逆対応から力の世界が考へられる
のである」（11-244）とも述べられており、ここでも個と個の否定を介した関係について逆対応と言われている（11-248f. に
おいても個と個との否定的関係の観点から逆対応的、逆対応性といった言葉が使われる）。しかし、論文「数学の哲学的基
礎附け」に続く論文「場所的論理と宗教的世界観」においては、この語はもっぱら絶対と相対との関係を示す語として使用
されるようになる。逆対応の語は数学の集合論の文脈で初めて現れるため、論文「数学の哲学的基礎附け」においては、い
まだ個と個との対応関係を表す語として「一々対応」と対をなす語として使用されていたが、宗教論に深まることによって
逆対応は「一々対応」といった語とは決して対をなさないような絶対と相対の関係を表す語へと深化したのであろう。逆対
応という語の成立の経緯は、松丸壽雄［2005］も参照。また、絶対の自己関係を表す語としても逆対応が使われているが、
絶対と相対の関係は、絶対者が否定を介して自己自身と関係することでもあるので、事態としては一つの事態となってい
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る。この点に関しては、竹村牧男［2002］とくに第二部第三章「逆対応の宗教哲学」を参照。更に、こういった逆対応の
諸々の関係のあり方をコンパクトにまとめたものとして小坂国継［1994］も参照。

（14） 逆対応という西田の言葉の中に、滝澤克己の『西田哲学の根本問題』（1936 年）に対する応答の要素が含まれているという
主張がある（例えば、前田保［2006］）。しかし、逆対応という言葉自体は最晩年の「場所的論理と宗教的世界観」（1945 年）
とその前に書かれた「数学の哲学的基礎付け」（1945 年）において現れてくる言葉であるが、このような「人から神ではな
く神から人へ」というモチーフはアガペーとの連関で『無の自覚的限定』（1931 年）の中でも既に述べられている。また

「弁証法的一般者としての世界」（1934 年）においても「我々から絶対者に到る途はない。神は絶対に隠された神である。
我々が行為によつて物を見るといふ方向へ、何処まで行つても神に撞着するのではない」（7-427）と言われている。また、
論文「絶対矛盾的自己同一」（1939 年）においても、「而して我々が斯く自己自身の根柢において自己矛盾に撞着すると云
ふも、自己自身によるのでなく絶対の呼声でなければならない」（9-216）と語られている。同様に『哲学論文集　三』の

「図式的説明」（1939 年）にも、「人間より神に行く途はない」（9-334）という言葉がある。事態としては、滝澤克己の所謂
「不可逆」に繋がるような問題であるが、滝澤の『西田哲学の根本問題』出版以前の「弁証法的一般者としての世界」にす
でにこのような記述があり、それが一貫して保持されていることから、「人から神ではなく神から人へ」という西田の問題
意識は滝澤を通じて生じたものではなく、弁証法神学との対決を通して生じたものと考えてよいだろう。また、逆対応とい
う語の成立状況の背景に関しては、小坂国継［1994］が詳しい。

（15） ここでは紙幅の関係上詳述できないが、神のロゴスとしての当為という点についは、白井雅人［2008］で詳しく論じた。
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安楽死再考（Reconsidering euthanasia）

オバーグ・アンドリュー

要旨
　ある人の固有の生命を取り去ることは、膨大な苦しみを緩和する助けとなり得るにもかかわらず、─西洋と西洋

の影響下にある文化圏において最も顕著であるが─安楽死計画と関連する見方を刺激し、またそうした計画を排除

する多くのものを即座に引き起こし、道徳的不和を起こさせるような問題を残すことになる。以下では、自発的な

安楽死に焦点を合わせ、自発的な安楽死が自殺とはむしろ異なった意味で考えられるべきものであることを提起し

つつ、この問題の通俗的な諸概念がより明瞭な分析を必要としていることを論じる。そしてまた、歴史的な視座お

よび我々の変化しつつある現代の姿勢が考えられるに至って、これらの実践に対する近代的な偏見は、貧困な地盤

の上におかれているにすぎないということがわかるであろう。安楽死への権利は、その道徳的な容認を確証する助

けとなり、またそれに加えて、自殺が潜在的な選択肢であると合理的に考えられる限りでの諸条件といった、より

大きな理解についても同様に論じられる。

キーワード
安楽死、歴史的傾向、死の権利、切腹、自殺、自発的安楽死

論文
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発生的現象学における自然数の考察とその構成（1）
─自然主義の基礎づけに関する現象学的な方法の一つとして─

武藤　伸司

０．はじめに

　エトムント・フッサールは、『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』（以下『危機書』と略記する）におい

て、数学と数学的な自然科学（例えば物理学）という学問は、生活世界（Lebenswelt）を覆い隠す「理念の衣

（Ideenkleid）」であると指摘している（vgl. HuaVI, S. 51f.）。生（Leben）と理念（Idee）の関係を考えると、例え

ば数学は、経験以前の理念的な「即自存在（Sein an sich）」（HuaVI, S. 54）1 であると一般的に考えられている

（vgl. HuaVI, §9- i）。しかしフッサールは、数学に対し、それは自然を「測定する」という人間の行為の精密化か

ら、歴史 2 の中で間主観的に構成されてきたものであると主張している（vgl. HuaVI, S. 23ff.）3。これらのことか

ら、フッサールの考えに即せば、数学とは、その出自を我々の生活世界に持つということになる。

　以上のように、数学が生活世界に出自を持つとすれば、それは我々の実際の経験から発生的に獲得されたもので

あるということになる。そうであるとすれば、我々は、我々の意識における数学的な認識の発生を現象学的に考察

できるということになる。こうした問題設定は、上で見たような数学的な理念の歴史に関わる間主観的な構成、言

わば巨視的に見た数学の発生についての考察とは異なっている。だが、そうした数自体や数学という理念の間主観

的な構成が、個々の主観におけるそれらの対象の構成との相関において成立すると考えられる 4 以上、数学の発生

という問題系において、両者は相互に問われる必要がある。つまり、我々は、それらの一方、すなわち、個々の主

観における「「数」とは何であり、どのようにして構成され、認識されるのか」という問題（例えば、数学的な対

象、数それ自体など）を発生的な意識構成のプロセス（時間意識の構成能作（過去把持と未来予持）や、連合、覚

起、対化など）として考察するのである 5。したがって、我々は、受動的綜合における発生的な数の構成について、

その根源的な本質規則性を考察する。

　以上のことから、我々は、１．フッサールの「数える」という意識作用において含蓄的に働いている時間意識の

能作を確認し、数えるという意識作用と、それに相関する意識内容の発生を、過去把持と未来予持による構成プロ

セスから考察する。そして、「数」という理念的な対象の意識構成を問題にするにあたり、我々は、２．数の基本

としての自然数を定式化する「ペアノの公理」を確認し、そのペアノの公理において自然数の連続の証明に用いら

れる数学的帰納法と、そのような思考を可能にする未来地平という時間意識が関係づけられ得ることについて考察

する。これにより、我々は、自然数を発生的現象学によって分析し、その構成プロセスを記述することができるよ

うになるであろう。そして最後に、これらの数学に対する発生的現象学の考察から、我々は、数学を記述方法とし

て用いる自然主義が、現象学によって、ないし根源的な生活世界によって基づけられることを指摘するための一端

を呈示する。

１．「数えること」と「数」の関係についての現象学的な考察

　a）基数の構成─集合的な結合
　フッサールは、『算哲』（以下『算哲』と略記する）において、算術の基本概念である「基数（Kardinalzahlen, 

Anzahl）」の概念を心理学的に分析し、その成立を心的な作用から基礎づけることを目標としていた（vgl. 

論文
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HuaXII, S. 294f.）。例えば、数にはものの多さを数える集合数 6（基数）と、ものの順序を数える順序数（序数

（Ordnungszahlen））の区別があるのだが、これについてフッサールは、「順序（Reihen）というのは、配列された

集合である」（HuaXII, S. 11）と述べ、序数を基数の配列として考えている 7。一般に、基数を数の基礎として支持

する理由は、集合という概念が数学の正当な対象として扱われているためである 8。したがって、自然数の概念を

獲得しようという目標において基本となるのは、序数より基数の方であると、『算哲』を刊行当時のフッサールは

考えるのである 9。

　では、実際にフッサールは、『算哲』においてどのようなことを述べているのか。例えば、我々は、机の上にあ

るリンゴの数を問われた場合、それらのリンゴが「いくつ（Wieviel）ある」、ということを答えとするが、その際

に我々は、それらのリンゴをまさに 1 個、2 個、3 個…と数えている。この数えることによって、リンゴの個数が

総体
4 4

（Inbegriff）としての
4 4 4 4

「数
4

」（合計の個数）と結びつく
4 4 4 4 4

。この総体は、個々の諸対象からなる「集合

（Kollektion）」（vgl. HuaXII, Kap. I）であり、そしてこれら個々の対象を総体へと結合する心的な作用を、フッ

サールは、「集合的な結合（kollektive Verbindung）」（HuaXII, S. 20）と呼ぶ 10。この集合的な結合という心的な

作用によって、集合は形作られることになる。さらに、この集合が内包している特性を捨象したとき、単に何らか

のものの数多性（Vielheit）という表象が、「志向的な客体」（HuaXII, S. 45）として成立し、また、反省によって

その明確な数が規定されたとき、基数という一般的な概念になると、フッサールは考えるのである（vgl. HuaXII, 

S. 45）11。したがって、数の概念とは、フッサールによれば心的な作用の所産なのである（vgl. HuaXII, S. 71-76）。

　しかしながら、我々がここでさらに分析を要すると考える点は、この「数える」という意識作用における構成プ

ロセスについてである。上で見た通り、『算哲』においてフッサールは、何らかの対象の個数を集合的な結合に

よって「多」にまとめ上げ、抽象化し、反省的に対象化することで数の概念を構成すると考えているが、しかし注

目すべきは、集合的な結合を考える際に、フッサールが、「諸内容の時間的な共在は、それらの数多性の表象に

とって欠くことができない」（HuaXII, S. 24）と言及している点である。では、この時間的な共在とは如何なるこ

とであるのか。

　b）数の構成作用の内で含蓄的に働いている内的時間意識の諸能作
　諸内容の時間的な共在について、フッサールは、『算哲』において以下の考察を展開している。まず一つに、

個々の対象を最終的に総体としてまとめ上げ、それを高次のものとして表象することについて、最後の対象に注目

したときに、また初めの対象から繰り返し、総体としての表象内容を組み上げる（zusammensetzen）という考え

方を、フッサールは否定している（vgl. HuaXII, S. 24）。そして二つ目に、フッサールは、個々の音の前後関係か

ら成るメロディーの表象という例を出し、その表象が関連する諸内容の同時的な現存（Vorhandensein）を必要と

するのと同様に、対象の数多性という全体も、その内容である諸部分が同時に表象されていなければならないと考

える（ebd.）。さらに三つ目として、フッサールは、時間的に相前後して与えられる諸部分と、それらの要素の組

み上げられた全体という継起的な生成について、「あらゆる集合は集めることを前提とし、あらゆる数は数えるこ

とを前提とする…数多性を数多性として性格づけるのは、時間的に相次いで起こるということ以外の何物でもな

い」（HuaXII, S. 25）と述べている。つまり、ここでのフッサールの言及に即して、数えるという心的な作用とそ

の対象構成を考えるのであれば、数えるという作用や、その対象を形成する集合的な結合は、まさに時間的な構成
4 4 4 4 4 4

であると言い得るのである。

　勿論、この『算哲』の時点で、フッサールが時間意識構成の現象学的な分析をしているわけではないが、彼の時

間意識の考察に関する年代の近しいテキスト 12 を見ると、同型の考察や記述が散見される（vgl. HuaX, Nr. 1）。ま

た、継起的な諸内容をまとめ上げ、高次の表象として意識する際に、その系列の最後の時点において、最初の与件

から全ての与件を一つずつ数え直し、繰り返す必要のないという論点、そして、その最後の時点にそれまでの諸内

容の系列を保持していなければならないという論点は、まさに、1905 年のゲッティンゲンでの時間講義で行った

マイノングに対する批判の要点と同等のものであると言えるだろう（vgl. HuaX, Nr. 29）13。したがって、フッサー

ルは、意識構成の記述において、後の過去把持という時間意識の構成能作へと繋がる萌芽的なアイデアを、無自覚

的であったにしろ、すでに持っていたと考えられ得るだろう。
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　以上のように、数えるという作用の前提となる与件のまとめ上げ、すなわち集合的な結合が時間的な構成を含む

とフッサールは考えるのだが、それはつまり、含蓄的な（implizit）14 時間意識において基づけられているという

ことに他ならない。例えば、フッサールは、能動的な、高次の意識作用一般の基礎に、こうした内的時間意識の含

蓄的な構成が展開されていると考えており、晩年の草稿集である『経験と判断』では、「あらゆる自我作用
0 0 0 0 0 0 0 0

も、例

えばある対象の端的な把促の作用も、時間的に構成されつつある与件として時間野のうちに出現する
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」（EU. S. 

122）と述べている。つまり、この作用と時間意識の基づけ関係は、何も数えるという作用と集合的な結合の関係

に限ったことではないのである。このことについて、ローマーは、数の発生という問題関心の下で、この『経験と

判断』におけるフッサールの記述から、「〔判断が先述定的な経験の中で根拠づけられている〕ということは、個別

的な諸対象、〔すなわち〕高階の諸作用全ての諸明証性の根源的な場という経験の明証性
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に起因することを含意し

ている」15（傍点筆者）とし、数えるという作用の発生の現場へと戻り行く。そこでローマーは、「集合は、ある

集合化作用のうちで（in einem Kollektionsakt）前もって先構成されており、そして戻り掴むことの中で（im 

Rückgriff）対象へと生成される。ちょうど経過する集合化に即して、我々は、どんな諸対象も集合に属するという

こと、〔例えば〕どんな諸対象も、なおも掴むことのうちに（Noch- im- Griff）あるということを「わかっている

（wissen）」のである」16 と述べている。このように、ローマーは、この「なおも掴むこと」、まさに過去把持に他

ならないこの能作を、数えるという作用における時間性として見出しているのである 17。

　また、ティースツェン 18 は、「｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜」といった縦棒を数えることを例に出し、「ある一定の

局面において、我々は、あるまとまり（a unit）を構成し、後の局面において別のまとまりを構成し、そしてそれ

から一つの対象としてこの対（pair）を見る。それから我々は、別の対象を与える新たな対の関係項として以前に

形成された対を持ちつつ（taking）、さらに後の局面で別の統一を構成することもできるだろう。このプロセスは

同じように反復される ･･･ したがって、我々は構成の持続の中である統一を構成するプロセス（オペレーション）

を単純に繰り返している」19 と述べている。ティースツェンはこれを図にして、

（（（｜）｜）｜）･･･

と表現している 20。これはまさに時間意識の構成である。意識は、最初の縦棒が構成された後、その縦棒を持った

まま次の縦棒の構成へと向かう。上の図で括弧が入れ子状になって表現されていることを見ると、「事例を同一構

造的に交差して（isomorphic across the cases）」21 全体が持続的に構成されていることがわかる。つまり、過去把

持（特に交差志向性）による構成であるということが理解されるだろう 22。

　こうした構成を、ティースツェンは、「過去把持のこの類型は、対象のどんな種類の構成においても関係づけら

れる、非常に基礎的な意識の特徴である。それは、想起の作用
0 0

と混同されてはならないということに注意すべきで

ある。それは、遂行されている作用ではなく、どんな作用にも関係づけられる対象の直接的な我々の気づきに関す

る「受動的な」特徴である」23 と述べており、我々は、このティースツェンの言及に即して、上述の時間構成が受

動的綜合におけるプロセスとして考察されているということに注意しなければならない。つまり、上で述べた

ティースツェンの言う「対」とは、まさに受動的綜合における「対化（Paarung）」24 である。対化とは、類似性

に関わる連合（似ているものと似ていないもの）と、継続性（今（現在）とたった今（過去））に関わる時間意識

能作によって、二項の与件の対が構成されることである。この対化によって、すなわち、過去把持的に保持されて

いる各与件のそれぞれが、次に出現した与件との相互覚起 25 によって、言わば、諸与件の「先集合」を形成する

のである。つまり、数えるという作用が遂行される以前に、その下地として、数えられるものとしての諸与件が先
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

構成されている
4 4 4 4 4 4 4

のである。したがって、過去把持による諸位相の時間的な系列の構成という受動的綜合が、それら

を能動的に対象化すること、すなわち数えるという意識作用をそもそも可能にしているのである。

　また、ここでの受動的な構成において、未来予持の能作が重要となる。未来予持は、対化における類似性の連合

の契機であり 26、次の与件に対する構成の時間的、内容的な傾向（志向的な方向）を基づけている。つまり、この

未来予持の能作は、受動的に構成された数多性を、「数える」という自我の能動的な作用を触発するのである。そ

うして触発された、数えるという作用によって、受動的にまとめ上げられたもの（先集合的なもの）を、一つ一

つ、時間意識に構成された順番に、数え上げていくことになるのである。
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　c）基数と序数の関係
　以上のことから、我々は、基数と序数の関係を改めて考えることができるようになる。例えば、ティースツェン

は、「数の基数的な概念作用は、序数的な概念作用に基づけられている ･･･ 基数 n を意識するためには、諸統一が

継起的に過ぎ去ることによって構成されるという、その構成の中で、統一を順序づけるということから抽象される

必要がある」27 と述べている。このティースツェンの言及をもとに、集合的な結合、時間意識構成、数概念の意識

構成といった、様々な段階のプロセスを整理し、確認しよう。

１） 所与されたヒュレー的与件の受動的綜合が生じる。含蓄的な時間意識能作と、連合における相互覚起の対化に

よって、所与された諸与件が「ノエマ的なもの」（HuaXI, S. 75）28 として先構成される。この先構成されたも

のが、数え上げという能動的な作用の前提となる。

２） この先構成された諸々の「ノエマ的なもの」が自我を触発し、自我がそれに対向することで、「数える」とい

うノエシスと相関関係を結び、あるもの、次のもの、その次のもの ･･･ という、含蓄的な時間意識能作、特に

交差志向性によって構成された継起的な諸位相の積み重なりに即して、意識作用が遂行される。これらの数え

るという作用のそれぞれが、延長志向性による時間意識の全体的な統一によって、所与された順序が順序とし

て形成される。

３） そして、未来予持が充実されなくなった時点、つまり最後の与件において、交差志向性における諸与件の積み

重なり（対化による綜合）から、延長志向性によって形成される順序と共に、高次の集合的な結合としての数

多性の表象が構成される。そして、抽象化や反省の作用によって、単なる個数、すなわち基数という数の概念

が生じる。

したがって、以上のプロセスから、数学において（特に集合論において）、基本とされ、優先される基数という概

念は、優れて高次の構成によって成立するものと考えられる。勿論、序数という概念も、「n 番目」という抽象的

な意味において高次の意識内容であるが、しかしその根は、ティースツェンが特に２）の数えるという意識作用の

連続を、序数として考えることから分かるように、顕現的（explizit）な意識作用の時間的な系列の構成は、時間

意識の構成が基礎にあると考えられ得るのである 29。だが、さらに意識の構成プロセスを遡れば、序数的な時間系

列の形成が、フッサールの時間図式における横軸に、つまり山口が指摘するように、縦軸において形成されている

各位相の先構成された、言わば先集合的な統一の客観化（対象化）によって系列ないし順序を成立させる 30 のだ

とすれば、集合数（基数）の根源は、この次元に求められるのではないだろうか。我々が「先集合」と仮に名づけ

たこの次元の構成については、更なる考察を要するだろう。

２．数学的帰納法と未来予持の地平

　a）ペアノの公理による自然数の数学的な証明
　以上の現象学的な分析から、数の基数と序数の構成とそれらの発生的な順序関係が確認された。ここで我々は、

数学的な思考ないしは数学的な対象として基本となる自然数についての考察へと移る。上で見たように、受動的綜

合のレベルでの先集合的な結合の客観化が序数的な数概念の成立に関与するとすれば、自然数は、一般的に 1、2、

3･･･ と数列が続いていくことから、序数とほぼ同じものとして考えられ得る 31。しかしながら、この「数列が続

いていく」ということは、一体如何にして規定されるのか。我々は、どこまでも数列が続いていくという見通し

を、一体どのようしてつけているのか。我々は、この問いを考察するにあたり、自然数の序数的な概念を数学的に

証明するというペアノの公理を参照し、この公理を基に、証明における問題点を呈示し、その問題点に対する現象

学的な分析を試みることとする。

　ペアノの公理は、以下の五つの命題によって自然数全体の集合を定義する 32。
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　N を自然数 n の集合とする。

　１．1 は自然数である。　1 ∈ N

　２．n が自然数であれば、次の数 n′も自然数である。　∀ n ∈ N [ n′∈ N ]

　３．次の数 n′は、決して 1 ではない。 ∀ n ∈ N [ n′ ≠ 1 ]

　４．二つの自然数 m, n が同じ次の数を持つならば、これらの自然数は一致する。

　　　∀ m ∈ N ∀ n ∈ N [ m′ = n′ ⇒ m = n ]

　５．１．と２．で作られたもののみが自然数である（自然数 n に関する変数を含む P（n）において、P（1）と、

どんな自然数 k に対しても P（k）ならば P（k′）が成り立つとき、どんな自然数 n に対しても、P（n）が

成り立つ）。

　　　（P（1）∧ ∀ k ∈ N [ P（k）⇒ P（k′）] ）⇒ ∀ n ∈ N [ P（n）]

一つずつ順番に見ていくと、１．の命題は、「1 が集合 N に属している」ということを定義している。２．の命題は、

n の次の数を表現するものである。n = 1 ならば、n′ = 1′ ということになり、1 の次の数は 1′ となる。ここで、

1 の次の数が 2 でもなく、1 + 1 でもないのは、まだ 2 という数も + という加法も定義していないからである（し

たがって、1′の次の数は 1′′となる）。３．の命題は、次の数が 1 ではないということを言っている。この命題の重

要性は、次の４．の命題と共に、1 が自然数の最小であり、1 から始まり、順に「′」が増えていくことを規定する。

先に４．の命題を確認すると、m′ = n′ ⇒ m = n とは、次の数を求める「′」という演算を規定する。この規定が

必要なのは、例えば 1′と 1′′′が等しいとする可能性を排除するためである。つまり、順序を持って進むというこ

とを規定しているのである。これらの命題によって、例えば、もし、1 から辿れない要素 a が集合の中にあるとし

たら、命題の１．と２．だけでは、「1 から始まる自然数」ということを確定できない（公理の中にない要素から自

然数が始まる可能性もある）ので、３．の命題が必要になる。また、４．の命題がなければ、a という要素が、どこ

かの数、例えば 1′′′に合流する可能性が生じ、同値の数が自然数の数列に二つ以上生じてしまうことになる。そ

して、最後の５．は、１．と２．の公理から、数学的帰納法によって証明される定理である。つまり、自然数 n に関

する変数を含む P（n）において、１．の公理より P（1）が真であり、かつ２．の公理より任意の自然数 k につい

て、P（k′）が真であるとすれば、P（1′）もまた真であるという推論が成り立ち、証明が為される。こうした証

明の方法が数学的帰納法であり、この方法により、全ての自然数を調べなくとも、自然数全体の集合を定義できる

のである。

　b）数学的帰納法の現象学的な分析
　以上のようにして、我々は、数学的帰納法によって、自然数の無限の数列を直接数え上げることなく証明し、理

解することができる。この論理的な推論の方法によって、意識にとって未だない全ての自然数が定義されることに

なる。こうした自然数の定義に対し、我々の問いとなるのは、まさにこの推論という意識作用の構成が如何にして

成るのかということになる。

　すでに我々は、基数の意識構成の分析において、時間意識能作が働いていることを見た。数えるという作用は、

過去把持の持続によって基づけられていることによって成立するのだが、それはまさに実際の体験であり、それに

よって数というものが、言わば加法的に構成される。だが、この数えるという作用と、その数えられた内容だけで

は、自然数という高次の数学的な対象性を得ることはできない。上のペアノの公理で見たように、自然数の集合全

体という理念を形成するためには、「次の」数に関する公理（２．の命題）が必要であった。つまり、この「次の」

ということの内実に関わる意識の構成能作、すなわち未来予持こそが、現象学的な分析において問題になる。した

がって、我々は、数学的帰納法における推論と、それを成立させる後続数の公理の内実を、未来予持の能作から考

察することになる。

　未来予持とは、「到来するものそのものを空虚に構成して捕捉し、充実へともたらす」（HuaX, S. 52）時間意識

構成の能作である。未来予持は、常に過去把持と共にあり、過去把持の裏返しと言われたり、鏡像などと言われた

りするように、密接な関係にある。なぜなら未来予持は、過去把持された内容が脱充実化し、空虚になった内容
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が、逆にその空虚を充実しようとして待ち受ける非顕現的な（受動的な）志向となるからである。まさにこの空虚

で充実を待ち受ける志向性が、未来予持なのである。また、未来予持の重要な特性の一つに、「不充実性」

（HuaXXXIII, S. 14）がある。未来予持が待ち受ける内容は、必ずしも充実されるとは限らない。しかし、たとえ

充実されなくても、その未来予持はそれとして充実を待ち続けている。つまり、未来予持は、その不充実性によっ

て、意識のある種の傾向と空虚な志向の地平、すなわち未来地平を形成しているのである。したがって、こうした

未来予持の諸性格から、未来に対する予期的な意識、例えば、否定、疑念、そして可能性という意識の様相が顕現

的に構成されるのである（vgl. HuaXI, Abschn. 1）。

　では、以上のような未来予持の特質を考慮しつつ、数の後続と数学的帰納法についての考察を試みる。まず、

「次の」ということを考えるとき、例えば上で用いたティースツェンの縦棒を数える時間意識の構成プロセス

「（（（｜）｜）｜）･･･」において、未来予持的な志向と看做し得るのは、「･･･」の部分であると言って良いだろう。

上での考察の際は、過去把持の構成プロセスにしか触れなかったが、この時間意識構成の記述の中には、すでに未

来予持のプロセスが、無自覚であるにしろ、書き込まれていたと看做し得る。縦棒のような対象に限らず、ペアノ

の公理において 1 から順に次の数、その次の数、その次の数の次の数 ･･･（1, 1′, 1′′, 1′′′･･･）も、構造はほぼ

同じである。異なるのは、後続に関する演算「′」を加味している点である。公理２．の遂行は、過去把持した内

容 1 を次の位相へと未来予持的に志向し、その位相を「次の」として、「′」を付加する演算を能動的に遂行するこ

とである。そして、「′」を付加された 1′が、またさらに時間意識構成の流れの中で繰り返され、特に未来予持に

即して、同様に演算を遂行することで、一連の系列が形成されていくのである。このような過去把持と未来予持の

根源的な能作に下支えされた上で、演算というオペレーションを繰り返すことが可能になり、そして「いくつでも

次の数を追加していくことができる」という傾向を持った未来地平が広がるのである。

　フッサールは、『受動的綜合の分析』の中で未来予持の考察をしているが、そこで彼は、「新たな印象の位相が不

断に融合するという仕方で、つまりは、その根源的な生成において、特定の本質条件に相応して持続的に結合して

いくひとつの経過であるなら、そこにはただちに未来の地平、すなわち予期の地平がいあわせているのである」

（HuaXI, S. 186）と述べている。まさにこの未来地平がいあわせることによって、その時点までの生成と類似する

（連合）かたちで、連続としての予期を示す次のオペレーションの続行が準備され、実際の与件に対して遂行され

るのである 33。言わば、縦棒や次の数における「･･･」は、未来地平の記述的な表現であると言い得るだろう。

　確かに、以上のような意識の構成プロセスによって、次の数の追加はいくらでも遂行できるのだが、しかし、

我々の実際の体験において、自然数という無限の集合の要素を数え尽くすことは不可能である。この実践における

数え上げが不可能と予感（予料）されることと、自然数の公理の折り合いをつけるのが、数学的帰納法という高次

の推論の規則性である。この規則性は、勿論、論理的な形式において規定され、証明されるのだが、その論理的な

形式の遂行の基礎は、我々の未来地平の志向にあると考えられるのではないか。

　これまで見てきたように、そもそも「後続するという見通し」は、未来予持ないしその不充実な志向によって形

成される未来地平によって成立している。フッサールは、「隔たった過去という、より以前の意識状態において、

ある状態 U が統一的に構成され、その後に q が立ち現れたとし、その後に、顕在的な現在の新たな意識状態にお

いて、いまそれに似た状態 U′が（含蓄的に）生じると仮定した場合、以前の U とその q が覚起にもたらされると、

q′の立ち現れは来るべきものとして必然的に動機づけられる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

･･･ つまり我々がまたここで q′を予期するのは、同

様な状況のもとで q を経験したからであり、この「だから、そうだ」という関係が明証的に与えられている
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

とはっ

きり主張することができる」（HuaXI, S. 187f.. 傍点筆者）と述べている。つまり、過去の経験と未来の予期は、受

動的綜合における先構成において、明証的かつ必然的に動機づけられているというのである 34。そして、この「だ

から、そうだ」関係における動機づけと明証性について、フッサールは、「それ〔動機づけと明証性〕と相関的に、

以前の同様な状況に現れ来ったものから、いまそれに似たものに到来することを完全な明証性において「帰納的

に」推測するとも言える。すべての推論と同様、この必然性には、本質一般性からしてひとつの明証的な推論の規

則が生じる」（HuaXI, S. 188）と述べ、まさに帰納的な推論という論理的な規則性の発生を、時間意識構成（未来

予持）と受動的綜合（連合や対化）に関連づけるのである。したがって、未来予持と未来地平という体験に基礎づ

けられて、自然数の連続に関する公理、次の数やその数学的帰納法による証明が、高次の意識作用における「証
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明」として成立すると考えられ得るのである。

　以上のようにして、自然数の数列は、数を数えるという行為と、その行為を下支えする含蓄的な時間意識能作と

受動的綜合によって構成されていると言い得るのである。しかしながら、これで自然数に関する諸要件の全てを考

察したわけではない。ここでは、1 と 0 という特権的かつ前提的な数が如何にして意識構成されるのかについての

考察が為されていない 35。我々はこの考察を、乳幼児におけるキネステーゼの充実と不充実の関係に即して、根源

的な発生の場面を捉えることを試み、自然数に対する発生的現象学の考察を深めていきたいのだが、紙幅の関係

上、今回は立ち入ることができない。この点は、今後の課題となる。

３．おわりに

　最後に、本論の最終的な目標について簡単に述べる。冒頭で述べたように、自然主義を根本から批判するために

は、その自然主義的な諸学問が依って立つ記述方法、すなわち数学や数自体を徹底的に吟味せねばならない。その

ためには、フッサールがガリレイ的な自然の数学化によって自然自体が理念化されていることに警鐘を鳴らしたよ

うに、この「自然の数学化」という、自然主義の数学的な自然科学の主導理念を、意識構成から、身体から、生活

世界から基づけ、その出自を明るみに出す必要がある。そうすることで、高度に抽象的な数学の理念の進む方向、

そしてそれを用いる人間の態度が、根底から変化することになるであろう。

　実際、原発事故という悲劇的な事象を目の当たりにした誰もが、そもそも原子力発電を可能にし、運用するため

の自然科学と、それと共にある科学技術に対して、それらが我々の意識生の現実とあまりに乖離しすぎたことを痛

感しているだろう。この痛みに対する反省は、政治や法律、経済よりももっと大きな哲学的な思惟の中で、本質的

に、根本的に為される必要がある。哲学的な反省と批判でもってこの事象を理解することなく、本当の意味での解

決や前進は望めないだろう。フッサールが『危機書』において数学的な自然科学を哲学的に考察したのも、まさに

第二次世界大戦前夜のことである。人間と科学が、その関係において幸福な恩恵があったのと同じくらい不幸な帰

結をもたらしてきた事情を鑑みれば、両者の関係の根本を問うことは、哲学の必定であろう。したがって、我々

は、こうした目的に則って、今後も人間と科学を繋ぐ数学それ自体を考察の対象としていくことが目標となる。
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の発展的な流れは、一般的な了解であろう（吉田洋一、赤攝也『数学序説』ちくま学芸文庫、2013 年参照）。

3 フッサールは、『危機書』において数学の発展を歴史的に考察し（vgl. HuaVI, §9）、「幾何学の起源」という草稿において、
数学的な理念が間主観的に発生するということに言及している（vgl. HuaVI, S. 385）。

4 このことについて、『危機書』の附論 III、いわゆる「幾何学の起源」と呼ばれる草稿において、フッサールは、数学のみな
らず諸学問の歴史的な発展という間主観的な構成を、「全ての学問が、生きた学問全体のために働く主観性として─著名で
あれ無名であれ─相互に協力し合ったり、また対立し合ったりする研究者たちの諸世代の開かれた連鎖に関わるものだとい
うこともまた、認めてよいであろう」（HuaVI, S. 367. 邦訳：細谷恒雄・木田元訳『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象
学』中公文庫、1995 年、494 頁参照）と述べている。

5 そのためには、フッサールが『算術の哲学』や「幾何学の起源」など（また、ラントグレーベ編集の『経験と判断』も）で
行なった「数学的な対象の構成」の議論を考察する必要がある。すでに、これらのテキストを網羅的に考察したものとし
て、 デ ィ ー タ ー・ ロ ー マ ー（Lohmar, D., Phänomenologie der Mathematik. Phaenomenologica 114, Kluwer Academic 
Publishers, Netherlands, 1989.）や、リチャード・ティースツェン（Tieszen, R., Mathematical Intuition, Phenomenology and 

Mathematical Knowledge. Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1989.）、貫成人（「数学的直観─フッサール現象学と数
学の哲学─」『フッサール研究』第 2 号、平成 14 年度科学研究費補助金（基礎研究 B-1）、新資料・新研究に基づくフッサー
ル現象学国際的研究の新しい地平の開拓、研究成果報告書 2 号、2004 年、129 ‐ 139 頁）、鈴木俊洋（『数学の現象学』法政
大学出版局、2013 年）などの仕事が挙げられ、我々はこの成果を活用することとなる。特に、貫の論文は、数の発生につ
いて受動的綜合からの考察が展開されており、フッサールの数学論において非常に重要な論文である。

6 例えば、｛1, 2, 3｝の集合と、｛4, 5, 6｝の集合は、要素自体は等しくないがその個数は等しい（写像関係。任意の集合の要素
を他の集合の要素に対応させること）。この集合の要素の数が、濃度、すなわち基数と言われる（竹内外史『集合とはなに
か』講談社、2001 年、第 2 章参照）。

7 この点について、鈴木（2013）、75-78 頁、237 頁の注 76 を参照のこと。また、森村修「フッサールの「多様体の哲学」（1）
─「多様体の哲学」の異端的系譜（4）─」『異文化 . 論文編』（13）、法政大学国際文化学部紀要、2012 年、183-220 頁、
198-199 頁も参照。フッサールは、「算術の体系的な取り扱いが自然的な数の順序と共に始めることは決して許されない」

（HuaXII, S. 399. 邦訳：鈴木（2013）、96 頁参照。）とも述べている。
8 数の連続性を考える上で、自然数や整数、有理数を数直線上に配置することは、直感的に難しくないが、無理数（√ 2 や円

周率など）については問題がある。そこで、数直線上に無理数を表す場合、有理数の極限を考えるという方法がある。数列
の収束（コーシー列）が有理数にならない場合、それが無理数であるのだが、その無理数を極限「点」として扱う事で、数
直線における配置という直感的な連続と看做す。そして次に、有理数と無理数を集合論的に考えることで、それぞれを部分
集合として持つ実数を定義する。数を実数まで拡大して考える際に、それを集合の濃度として考えると、可能無限のような
無際限に増えていく数ではなく、実無限として一挙に捉える考え方を必要とする（実数において数列の連続性を考えれば、
無理数の無限（0.99999…, 3.141592…）がその数列の中に存在することになる）。このようなそれぞれの無理数が本当に無限
に続くかどうかはわからないし、それを実際に確認することもできない。そこで、我々の直感的な認識のレベルとは異なる
俯瞰的な視点で抽象化し、直感とは異なる見方を設定することで（集合論）、それぞれの無理数を無理数全体の一つの要素
と考えることができ、理解にもたらすことができる。したがって、数学において、実数が濃度（要素の数）として考えられ
得る限りにおいて、完備化の観点から集合論、ひいては基数は支持され得る。

9 このことについて鈴木は、フッサールが数学の師であるヴァイアーシュトラスの「数学におけるプラトニズム」を受け継い
でいると述べている（鈴木（2013）、第一章 1.3、26-31 頁参照）。
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10 森村（2012）、201-202 頁参照。
11 貫（2004）、135 頁、または森村（2012）、202 頁を参照のこと。この数多性という概念について、貫は、「「本来的

（eigentlich）」 に 与 え ら れ る 範 囲 を 逸 脱 し た 大 き な 数 は、 非 本 来 的（uneigentlich）、「 記 号 シ ン ボ ル 的（signitiv- 
symbolisch）」にしか与えられない」という点を注意している。また、森村は、フッサールが『算哲』での時点で表象と概
念を明確に区別していない点を指摘している。本論においては、差し当たりその点の議論は割愛し、別稿に譲ることとす
る。

12 このテキストは、フッサール全集第 10 巻の編者である R. ベーメによると、1893 年のものであるとされている（vgl. HuaX, 
S. 137, Anm. 1）。

13 時間講義におけるマイノングに対するフッサールの批判の焦点は、高次の対象が時間的な最終位相の瞬間点に制限されると
いう先入観と、その前に諸内容を取りまとめる作用体験の無時間性を指摘するところにある（vgl. HuaX, S. 219, 225）。こ
れらの誤謬や不合理性は、まさに現象学的な体験の記述における明証性から批判される。勿論、ここでのマイノングへの批
判は、『論研』で得た統握図式によってなされるので、持続的な知覚やその表象の構成に関して、継起する各位相の持続と、
全体的な時間統一の構成の二つを同時に成立させる過去把持の能作は考慮されていない。しかし、フッサールは、「新鮮な
想起」（HuaX, S. 165）や「二重の持続体」（vgl. HuaX, Nr. 30-33）の議論によって、この問題の解答を試みている。

14 「含蓄的な（implizit）」とは、フッサールにとって非顕現的な過去把持の性格を示す重要な術語であり、内的時間意識構成
の非顕現性と過去把持された諸内容の蓄積を示している。この点に関して、拙論（「『ベルナウ草稿』における未来予持と触
発─意識流の構成における未来予持の必然性を問う─」『現象学年報』29 号、日本現象学会編、2013 年、157-166 頁）158
頁を参照のこと。

15 Vgl. Lohmar（1989）, S. 61.
16 Vgl. Lohmar（1989）, S. 84.
17 貫は、「与えられた知覚対象の細部や特徴の一つ一つに注目していきつつ、その過程においてすでに判明した事柄を「なお

も把持し（noch-im-Griff）」て、全体を通覧する作用であり、それが数の場合には「数える（Zählen）」という作用に相当す
る」（貫（2004）、135 頁参照）と述べている。また、vgl. Lohmar（1989）, S. 72-75.

18 Cf. Tieszen（1989）, Chap. 5, or 6. 例えば、ティースツェンは、「認知的なプロセスの構成は、作り上げつつある数の規定に
関わっている」（Tieszen（1989）, p. 97）、あるいは、「勿論、時間における反復ないし継続という着想は、そのプロセスの
現象学的な記述によれば、直観というプロセスの本質的な特徴である」（Tieszen（1989）, p. 100）と述べている。

19 Cf. Tieszen（1989）, p. 100.
20 Ibid. ティースツェンは、このような構成について、「ある時間において我々はある統一を構成し、そしてより後の時間に別

の統一を構成する。すなわち、我々は「一番目」の統一を持ち、そして「二番目」の統一を持つ。それから
0 0 0 0

、我々はこれら
の対を一つの対象として、二つ

0 0

の統一として見るか、看做すかする。「三番目」の統一の構成後、我々は新たな対の区間と
して以前に形成されたこの対を持って、そしてそれから

0 0 0 0

、一つの対象としての、三つ
0 0

の統一として、結果として生じる対を
見るのである」（cf. Tieszen（1989）, p. 106）と述べている。

21 Cf. Tieszen（1989）, p. 97.
22 交差志向性とは、意識変様の流れの中で、絶えず同等の内在的な与件に向かって持続や変化を構成する過去把持の一側面で

ある。他に、延長志向性としての過去把持があり、こちらは流れの統一に関わる。つまり、流れの中で先行した過去把持全
体を絶えず受け継ぐ志向性である（vgl. HuaX, S. 378-381）。

23 Cf. Tieszen（1989）, p. 102.
24 受動的綜合における本質規則性である（原）連合と時間意識能作（過去把持と未来予持）によって形成される二項関係の構

成を対化という。これはつまり、二項の与件における類似性と継続性の綜合が共に働き、関わり合うことで、「一つの対」
というまとまりを形成するということである。この対化という関係の生成は、受動的綜合の原形式の一つである（vgl. 
HuaXIV, Nr. 35）。貫はこのことについて、「「対化」は認識・活動主体の意志や能動性とはまったく無関係に、自然発生的
に発動してしまう「受動的綜合」であり、また、時間意識はその受動的綜合よりもさらに受動的に発動している、われわれ
の経験そのものの構造化である」（貫（2004）、136 頁参照）と、明確に指摘している。

25 相互覚起とは、現在と過去との呼び覚まし合い、すなわち、新たに所与される与件と、過去に沈み込んだ空虚表象（意味の
枠のようなもの。直観の度合いが減じ、志向が脱充実化していったもの。感覚の場合は空虚形態という）の呼び覚まし合い
を示す受動的綜合をいう。これについて、山口一郎『存在から生成へ』知泉書館、2005 年、79-83 頁参照。

26 フッサールは、『受動的綜合の分析』において、「連合的な覚起」（HuaXI, S. 77）を分析する際に、連合の志向的な方向づけ
に注目している（vgl. HuaXI, S. 76f.）。この方向づけは、「傾向」と「充実を目的とすること」であり（vgl. HuaXI, S. 83）、
まさに未来予持の性質であると考えられ得るだろう。

27 Cf. Tieszen（1989）, p. 105.
28 先ノエマとも言い得る。つまり受動的綜合において先構成された意味内容である。ノエシスが生じるまでは未だ顕現的な意
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識内容とはならないため、それと区別して、「的なもの」、あるいは括弧つきのノエマと考えねばならない。
29 ティースツェンは、「一般的に言えば、我々が n 番目の統一に達するといった構成における、n 番目の局面で、新たな対が

一つの対象として、その局面で形成されるのを見ること中で、n 個の統一を持つのである」（cf. Tieszen（1989）, p. 106）と
述べている。このことについて、貫は、「反復される各知覚作用において時間意識の構造から形成されるのは、今数えてい
るのが何番目なのかという序数だけである。一度おこなった計数作用をふたたび、今度は想起によって対象化したとき、各
回を一次元的に、同時に通覧する基数の関係が明らかとなり、さらに計数のプロセス全体を対象化することによって量が明
らかとなる」（貫（2004）、136-137 頁参照）と述べている。

30 この点について、山口一郎『感覚の記憶』知泉書館、2011 年、214-215 頁の記述と、図 4、図 5 を参照のこと。
31 序数は、集合論的に見れば、ある有限集合の要素を自然数の順序で整列させたものと看做せることから、両者を同一視する

「第 I 型の序数」と、無限集合の、特に可算無限集合（数え上げたそのすぐ後に次を考えることのできる集合）の順序とし
ての超限序数という「第 II 型の序数」がある（竹内（2001）、76-93 頁参照）。

32 ペアノの『数の概念について』では、「１．《イチはある数である》、２．《ある数の後に置かれた記号 + はある数を与える》、
３．《もし a と b とが二つの数で、それらの次のものが等しいならば、それらもまた等しい》、４．《イチはどんな数の後に
くることはない》、５．《もし s がイチを含む類で、また s に属するものの次のものからなる類が s に包含されるならば、す
べての数は類 s に含まれる》」（ペアノ , G.『数の概念について』現代数学の系譜 2、小野勝次・梅沢敏郎訳、共立出版、
1969 年、101 頁参照）となっており、本文の命題３．と４．が逆であるが、この部分の順序は入れ替わっていても証明に問
題はない。また、２．の命題における「＋」は、本文では「′ （プライム）」と表記する。

33 Vgl. HuaXI, 186f.
34 この受動的綜合における「動機づけ」について、筆者は、未来予持の傾向と触発に関わることを『ベルナウ草稿』に即して

論じている（武藤（2013）、162-163 頁参照）。
35 フッサールは、『算哲』の時点では、「0」ならびに「1」が自然数列に本来属さず、後から派生的に付け加えられたものと考

え、自然数列が一様ではないと言う（vgl. HuaXII, S. 129ff.）。「後から加えられた」という点については、考慮の余地があ
るが、確かに、数の連続とは異なる発生の起源が考えられ得るだろう。
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レオナルド・ダ・ヴィンチとフランドル絵画
―《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》を中心に―

江藤　匠

「北方の要素だけが、勝ち誇る古代的形態を正当に引き立てるものであった」（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―E.H. ゴンブリッチ

１．古代的パトスを抑制するフランドル絵画のエトス

　15 世紀フィレンツェ絵画におけるフランドル絵画の研究に先鞭を付けたアビ・ヴァールブルクは、当時のフィ

レンツェ人の好みからこのテーマに着目した（2）。1888 年にミュンツによって 1492 年のメディチ家の財産目録が刊

行されが、それによってフランドルの板絵やタピスリーの輸入の状況が判明してきた（3）。記録や文書から、当時

の進歩的な芸術家を愛好していたと思われたフィレンツェのパトロンは、実際にはゴシック的な北方の作品を好ん

でいたことが分かってきたのである。古代的芸術とゴシック的芸術とは並行して受け入れられた（4）。ヴァールブ

ルクは、メディチの館には古代の彫刻の傍らに同時代のフランドルの芸術品が見出されることから、もはやゴシッ

ク的北方と南方の芸術を分離して扱うことは不可能であり、それらの相互補完に真のルネッサンスの神秘の背景が

把握されると考えた。ヴァールブルクが問題としたのは、なぜフィレンツェにおいて、超人の観念と北方の写実的

で宗教的な芸術に対する愛好が両立しえたのか、という集団心理であった（5）。

　ヴァールブルクはその答えのヒントをヘルマン・オストッフの言語論に見出した（6）。オストッフは、1899 年に

刊行された『インドゲルマン語の補完的性質』において、印欧語がしばしば同一の語根から比較級を形成せず、そ

こに感情が関わる場合には異なった語根から各種の級をつくるのは、それによって強い語勢を得るためだったとし

ている（7）。ヴァールブルクはこの理論を、フィレンツェにおける南北芸術の衝突という問題に当てはめてみた。

そしてその適例をサセッティ礼拝堂のギルランダイオの《牧者の礼拝》に見出したのである。古代の異教的表現に

たやすく屈することは、情念を希薄にし人物像を芝居がかった動きにする（8）。そのため敬虔を「最上級」で表現

するためには異なる語源、すなわちファン・デル・フースの《牧者の礼拝》が、ギルランダイオの手本となるのに

相応しかった。

　ヴァールブルクは、「ただ見つめることだけに没頭する男たちを描いた北方の像の中には我を忘れて観察する虚

心さが、（中略）体現されていた。この点で、フランドル人たちは、ここから古典古代の教養をもち修辞の才能に

も恵まれていたイタリア人たちよりも優れていたのである（9）」と述べている。そこから次のような結論に達した。

古代の情念（パトス）の定型的表現、扇情的で過剰な演出のもたらす芸術の脅威を、フランドル絵画の静的で瞑想

的な倫理（エトス）が諌めるのである。つまり古代的修辞の抑制のきかなくなった放恣の障害ともなり協力者とも

なるのが、北方のゴシック的要素であり、それによって古代的修辞は均衡を得ることができたとした（10）。また

ヴァールブルクは、フランドルの油彩画は、収集や評価の対象として、絵画作品の備品としての固定された状態か

らの解放を意味していたという。つまり肖像画やタピスリーの可動的性格が芸術作品の自律性への解放、ひいては

ルネッサンスへの寄与を意味していたという（11）。

　この観点からすると肖像画というテーマは、四分の三観面という肖像画の形式そのものがフランドルを起源とし

ているので非常に分かり易い（12）。しかしポープ = ヘネシーによると、15 世紀全体を通じて、フランドルとイタリ

アの肖像画形式は混ざり合わなかったという。それが 1475 年にフランドルの技法をヴェネチアにもたらしたアン

トネロ・ダ・メッシーナによって、肖像画の変革が起こったのである（13）。フランドルから導入された油彩技法に

論文
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よって、人物表現にリアリティを与える頭髪の質感や虹彩の輝きの

表現が可能になった。1470 年代のフィレンツェで、この油彩技法

の導入に最も積極的だったのが、ヴェロッキオ工房であり、そこで

修業したのがレオナルド・ダ・ヴィンチだった（14）。いまだヴェロッ

キオ工房との関連の深い《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》（図１）

は、いわばレオナルドの肖像画の原点だったといえる（15）。後述の

ように、この肖像画には背景の風景や裏面のネズの樹の紋章など、

フランドル絵画の影響が色濃いのである。

　レオナルドが、1503 年から 1506 年にかけての第二次フィレン

ツェ滞在時に制作した《モナ・リザ》もまた、その発展史上にある

といえる。古典主義を代表する作例と考えられがちだが、ケネス・

クラークは、その微笑を含んだ微妙な表情は反古典的、非地中海的

性質を孕んでおり、むしろゴシック的なものだとしている（16）。そ

してレオナルドはゴシック的感覚を理想化することにより、新しい

質の古典的完璧さに到達したのだという。同様のことはハインリッヒ・ヴェルフリンも述べており、16 世紀の古

典的なものを、15 世紀のリアリズムから区別していくのが、このような理想主義であるとしている（17）。つまりク

ワットロチェントの自然主義の限界を打破していくのが、ゴシック的な理想主義ということになり、そこに 15 世

紀のフランドル絵画が深く関与してくる理由がある。筆者がこのテーマを扱おうとする動機の根底には、1500 年

頃から 1525 年頃までのいわゆる盛期ルネッサンスにおける古典主義の形成に、どのようにフランドル絵画が関与

してきたのか、という問題意識があった。

２．《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》の由来と現状

　現在ワシントンのナショナル・ギャラリーに、1474 年頃に制作年が推定されるレオナルド・ダ・ヴィンチの《ジ

ネブラ・デ・ベンチの肖像》（図 1）が展示されている。この板絵は。1967 年にメロン財団によって購入されたが、

縦 39 センチ、横 37 センチと方形に近い寸法は、幾つかの理由から下部が切り取られていたことが判明してい

る（18）。裏面の右上には、リヒテンシュタイン侯ヨーゼフ・ヴェンツェルの紋章と 1733 年の年記の入った赤い封蝋

が押印されている（19）。17 世紀以来ファドーツのリヒテンシュタイン侯が所有していたが、それ以前の所有者につ

いてははっきりしていない。1499 年にミラノのルドヴィコ・スフォルツァから没収され、ルイ 12 世の手に渡った

コレクションの中に、下部に「Genevra」と記された《婦人の顔》があり、それが当該作品だとする説がある（20）。

1780 年に刊行されたダリンガーによるリヒテンシュタイン侯のカタログでは、この肖像画は「ルーカス・クラー

ナハの女性頭部」となっており、下部が４cm ほど継ぎ足されて補筆されていた（21）。1866 年にグスタフ・ヴァー

ゲンは、当時ウィーンのリヒテンシュタインガレリーにあったこの《女性頭部》（Nr,2326）を、作業仮説としてレ

オナルドに帰属させ、レオナルドの弟子ボルトラッフィオの手を示唆した（22）。この仮説は、その後ミュラー・

ヴァルデやボーデによって認められるようになった（23）。

　ヴァザーリの『美術家列伝』の中に、「レオナルドは、アメリゴ・ベンチの妻ジネブラの肖像画を描いたが、そ

れは限りなく美しかった（24）」という記述がある。1518 年頃アントニオ・ビッリによって書かれたフィレンツェの

美術品目録家では、「ジネブラ・アメリゴ・ベンチの肖像画、彼女自身に他ならぬほどうまく描かれた（25）」と記録

されていた。1527 年頃に書かれたパオロ・ジョヴィオのレオナルド伝には、この作品については触れられていな

い（26）。またヴァザーリの「レオナルド伝」の直接の種本となり、フィレンツェのガッディアーノ文庫にあった、

1537 年から 1546 年頃に逸名の作者によって書かれた『アノニモ・ガッディアーノ』においても、このビッリの一

節はほぼそのまま繰り返されている。そこでは、「フィレンツェにおいて、[ レオナルドは ] ジネブラ・アメリゴ・

ベンチの肖像をモデルから描いた。その作品は肖像画というよりは、ジネブラ本人であるかのように完璧に仕上げ

られた（27）」とある。

図１．レオナルド・ダ・ヴィンチ《ジネ
ブラ・デ・ベンチの肖像》1474 年頃、
38.8×36.7cm、ワシントン、ナショ
ナル・ギャラリー（Inv.no.2326）



135国際哲学研究４号 2015

　これらの記述から肖像のモデルはフィレンツェの豪商アメリゴ・デ・

ベンチの娘で、1457 年に生まれたジネブラに同定された（28）。像主の頭部

を囲う樹木はネズの樹で、これはイタリア語で「ジネプロ（ginepro）」、

トスカーナ方言で「ジネブラ（genevra）」と呼ばれており、人名と掛詞

になっていると推断されたからだ（29）。裏面（図２）には、イタリアの肖

像画では珍しい「樹木の判じ絵（arboreal rebus）」が描かれている。ネ

ズの小枝を中心に左右を月桂樹と棕櫚の小枝が囲み、その先端を交差さ

せている。枝を絡めて左右にスクロールが渡されており、そこには「美

が徳を飾る（VIRTVTEM FORMA DECORAT）」というラテン語によ

る六歩格の押韻詩の出だしが記されている（30）。このラテン銘については、

後で詳しく検討したい。月桂樹と棕櫚の枝の下部の交差部は欠けている

ことから、板絵の下の部分は切断されていることが分かる。ジョン・

ウォーカーの推定によると、絵の下端が壁に接触していたため、その部

が壁の湿気を吸い腐食したので、15 センチほど切断されたのではないか

という（31）。一方ゴルトシャイダーは、下部が未完成だったために切り取

られたと推測した（32）。すでに 1903 年に、ボーデによって失われた部分

の復元が試みられており、画面は現在のものよりも下が三分の一ほど長

かったことになる（33）。

　それでは《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》の表面の下の部分はどのような形状だったのだろうか。その復元に

は、幾つか手掛かりとなる作例がある。例えばレオナルドが所属していた

ヴェロッキオ工房で制作されたバルジェロ美術館の大理石製の半身像《花束

を持つ婦人》（Inv.115）は、その髪型や顔の輪郭がジネブラ・デ・ベンチと

良く似ており、婦人は胸元に左手で花束を抑えつけている（34）。もう一点は、

かつてフィレンツェにあった、同じヴェロッキオ工房の画家ロレンツォ・

ディ・クレディによって帰属されているメトロポリタン美術館の《婦人の肖

像》（図３） だ。ここでも婦人の頭部はネズの木に縁どられており、裏面に

「GINEVRA D’AMERIGO BENCI」の銘があることから、像主はジネブラ・

デ・ベンチと措定された（35）。そして腹部で両手を交差させており、左手に

指輪を摘まんでいる。ただしこの指輪を摘まむ人差指と指輪は後の加筆だと

いう。また現在フォルリにあるクレディの《若い婦人の肖像》も、レオナル

ドの《ジネブラ・デ・ベンチ》の影響下に描かれたと推定されている（36）。

もう一つはウィンザー宮にある銀筆による《手の習作》の素描で、この両手

を組み合わせた素描は、当該作のための習作と考えられている（37）。これら

の作例からも像主が腹部で花束をもっていたと想像され、それを近年コン

ピューター・グラフィックで再現した図も公開された（38）。

３．《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》の注文主の問題

　1474 年に、ジネブラ・デ・ベンチは毛織物商ルイジ・ディ・ニッコリーニと結婚しており、肖像画はその際制

作されたものと一般には考えられてきた（39）。1457 年生まれのジネブラを、モデルの年齢をから 17 歳ぐらいと比

定したのである（40）。メーラーは、夫のニッコリーニが 1505 年に亡くなった後、肖像画はベンチ家に返却され、

1611 年にベンチ家が断絶してからリヒテンシュタイン侯の所有になったと推定した（41）。しかし、嫁ぎ先のルイジ

家にもベンチ家にも、この肖像画を所有していたという確たる証拠はないという（42）。

　それに対して、ウォーカーやフレッチャーなどの研究者は、本来の注文主はジネブラと交際のあったベルナル

図２．図１の裏面のインプレーザ、
「VIRTVTEM FORMA DECORAT（美
が徳を飾る）」の銘。ワシントン、ナ
ショナル・ギャラリー、イメージン
グ　アンド　ヴィジュアル　サー
ヴィスィーズ　デパートメント

図３．ロレンツォ・ディ・クレディ《若
い婦人の肖像》1490‒1500 年、
58×45cm、ニューヨーク、メト
ロポリタン美術館（Inv. 43.86.5）
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ド・ベンボではなかったかと推理している（43）。ベルナルドが 1478 年から 1480 年頃にフィレンツェに滞在してい

た時期に発注されたとすれば、ジネブラの年齢は 23 歳ということになる。ところが近年それを裏付けるような有

力な証拠が出てきた。銘文の書かれたスクロールの部分を、赤外線写真によって撮影したところ、現在の「形が徳

を飾る」という銘文の下から、「徳と名誉（Virtus et Honor）」という別のラテン銘が浮かび上がってきたのであ

る（44）。この「徳と名誉」というラテン銘は、ベルナルド・ベンボのモットーとも一致しており、しかもこの棕櫚

と月桂冠の枝を組み合わせたインプレーザが、ベンボの 1468 年のスペイン旅行を詠った、パオロ・マルシの写本

の扉絵の装飾と良く似ているのだ（45）。もしも注文主がベルナルド・ベンボならば、1471 年から 74 年までブルゴー

ニュ侯国にヴェネチア大使として滞在していたベンボが、フランドルの「樹木の判じ絵」をレオナルドに伝え、そ

の形式に則って肖像画を描かせたということも考えられる（46）。

　ジネブラ・デ・ベンチとベルナルド・ベンボとの恋愛関係がどうして知られているのかというと、メティチ家

サークルのネオ・プラトニスト詩人、クリストフォロ・ランディーノとアレッサンドロ・ブラチェッスィのラテン

詩に、ベンボとジネブラとの情事が詠われているからである（47）。それによると、ベルナルド・ベンボはジネブラ・

ベンチに友人の家で遇うと一目で恋に落ち、言葉を交わすにつれてますます魅了された。その後教会の帰りにジネ

ブラは、胸に付けていたスミレの花を落とし、それを詩人を介してベルナルドへ贈ったというのである（48）。ベン

ボは 1480 年にフィレンツェを去っているので、その際にレオナルドに肖像画を制作させたのではないかというの

である（49）。

　もちろん、注文主がベルナルド・ベンボだと確証された訳ではない。しかしもしもそうならば、この肖像画には

どのような解釈の可能性が出てくるであろうか。すでに述べたように、ブルゴーニュ侯国で大使をしていたベルナ

ルド・ベンボを介して、レオナルドとフランドル絵画との結びつきはより強くなる。もう一つは、フレッチャーが

主張するように、ペトラルカに心酔していたベンボが、ジネブラをペトラルカの恋人ラウラに譬えていたという可

能性である（50）。この主張を誘因するのは、ベルナルドの息子ピエトロ・ベンボが、シモーネ・マルティーニ作

《ラウラの肖像》のコピーを所持していたことである（51）。当時はよく知られた話なのだが、シモーネ・マルティー

ニがアヴィニョンの教会のポルティコに《聖ゲオルギウス》の壁画を描いていており、そこにマルガリータの肖像

に擬された、アヴィニョンに居したペトラルカの恋人ラウラの似姿が表されていた（52）。ジネブラがラウラに擬さ

れていたとするならば、それだけこの肖像画は象徴性の強いものだったということになる。

４．《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》とフランドル絵画の関係

　さてレオナルドの《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》は、1980 年のポール・ヒルズの研究以来、その横を向いた

やや冷たい眼差しなど表情が、ペトルス・クリストゥスの《婦人の肖像》（図４）と似ていることが指摘されてき

た（53）。例えばポーラ・ナトォールは、二つの肖像画の類似性は偶然的なも

のではなく、レオナルドはクリストゥスの《婦人の肖像》を綿密に研究した

に違いないと推断した（54）。

　またジョン・ブラウンは、「研究者によって、レオナルドの北方絵画への

関心の試金石と見なされた《ジネブラ・デ・ベンチ》は、ベルリン絵画館の

ペトルス・クリストゥスの《婦人の肖像》との顕著な類似性を示している。

（中略） ネーデルラント絵画に霊感を受けたこの肖像画は、婦人自身のフィ

ジオノミーを取り込みながらも、彼女の外観の直截的な記録にはなっていな

い。また近代的な心理学的肖像画という意味においても、彼女の独特の個性

を捉えられていない（55）」と述べている。つまりレオナルドは、《ジネブラ・

デ・ベンチの肖像》において、クワットロチェントの自然主義でもなく近代

的な心理主義でもない、独自の理想化を実現したというのだ。

　一方ヒルズは、フィレンツェ近郊カレッジのメディチ家の別荘にあったロ

ヒール・ファン・デル・ウェイデンの《哀悼》に関して、「レオナルドは、

図４．ペトルス・クリストゥス《若
い婦人の肖像》1452‒1457 年、
29×22.5cm、ベルリン国立絵画
館（Kat.Nr.532）
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このフランドル絵画の瞑想的な内面性を完全に理解した最初のイタリア人であった。この北方の精神性に、古代か

らの遺産である肉体的な意識と優雅さの感覚を融合させることによって、レオナルドは、純粋なイタリア美術との

参照だけでは説明できない様式を創造したのである（56）」としている。ここでもレオナルドの肖像画における内面

化を、古代美術の流れからは説明できない、フランドル絵画の影響から類推している。

　レオナルドの《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》の形成に、クリストゥスの肖像画が関与していた可能性は、現存

する公文書の記録からもある程度裏付けられる。特に重要なのは、1492 年のメディチ家の目録にある、「油彩で彩

色されたフランス婦人の頭部を描いた小さな板絵、ブリュッヘのペトルス・クリストゥス（Pietro Cresci da 

Bruggia）の作品（57）」の記録である。この記載にある小品を、ベルリンにあるクリストゥスの《婦人の肖像》と

同一視する研究者は少なくない（58）。現在ベルリン絵画館にあるクリストゥスの《婦人の肖像》は、1821 年までエ

ドワード・ソリーが所有していたが、ソリーはその収集品の多くをイタリアで購入していたのである（59）。グスタ

フ・ヴァーゲンは当初、像主を現在は失われたオリジナルの額縁に記された銘文から英国のタルボット家の姪だと

していた（60）。しかしその同定に関しては反論もあり、この肖像画がイタリアにあったことを否定するものではな

いという（61）。

　またクリストゥスには、1453 年のスフォルツァ公の記録に「Piero di Burges」に対する「人物画（figura）」へ

の支払いの記載があり、Piero を Petrus として、Burges を Bruges と解釈するならば、クリストゥスはミラノの

宮廷のために肖像画を制作していたことになる（62）。「Piero di Burges」 については、「Piero di Borgo」としてピエ

ロ・デラ・フランチェスカに、「maestro Zannino」については、ミラノの宮廷画家だった「Zanetto Bugatto」と

解釈する説もある（63）。しかし筆者は、「Piero di Burges」のスフォルツァ家の記載が、ピエロ・デラ・フランチェ

スカの伝記的記録と一致しない限り、ペトルス・クリストゥスである可能性は高いと考える。ステルランも、クリ

ストゥスはアントネルロ・ダ・メッシーナやコンラート・ヴィッツのよ

うな画家に対して、その統合化への生来の傾向が近似しているので、こ

れらの画家への適切な伝達者だったのかもしれないと言及している（64）。

　先述のように、《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》の裏面には、ネズの若

木に絡んだスクロールにラテン語による六歩格の「美が徳を飾る

（VIRTVTEM FORMA DECORAT）」が入っている（65）。このような「樹

木の判じ絵（arboreal rebus）」をインプレーザとして裏面に描くのは、

フランドルの肖像画では一般的であった。例えば、ロヒール・ファン・

デル・ウェイデンの初期の《開いた本を持つ男》の裏面（図５）に描か

れたヒイラギの枝の装飾で、上部に「私は私を苦しめるものを憎む」の

フランス語銘がある（66）。同様にイタリアで、裏面に「樹木の判じ絵」を

描いた肖像画に、ジャコメット・ヴェネツィアーノの 1490 年頃の男の肖

像画がある（67）。このヴェネチア派の作例から比較しても、レオナルドの

《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》がフランドル風の「樹木の判じ絵」をイ

タリアで適用した早い作例であることが分かる。従って、レオナルドが

その制作にあたって、メディチ家が所有していたクリストゥスの《フラ

ンス婦人の頭部》を参考にしていた可能性は高いといえる。

５．結論

　以上の論拠から、レオナルドの《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》には、フランドル絵画の影響が証左される。そ

の理想化された神秘的な雰囲気は、同時代のイタリアの肖像画よりも、むしろフランドルの肖像画に近い。それは

油彩画による細密な仕上げという点でも、また裏面に「樹木の判じ絵（arboreal rebus）」を採用した形式という

点でもフランドル絵画との共通点が窺える。ここで確立された肖像画の形式は、1500 年以降の第二次フィレンツェ

時代に制作された《モナ・リザ》の礎石になったといえる。その意味でも、レオナルドの初期作である《ジネブ

図５．ロヒール・ファン・デル・ウェイ
デン《男の肖像》の裏面のインプレー
ザ《ヒイラギの小枝》「Je he ce que 
mord（私は私を苦しめる者を憎む）」
の銘。1436 年頃、34×24cm、ロン
ドン、コートールド研究所
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ラ・デ・ベンチの肖像》とフランドル絵画との関係の解明は重要だといえるかもしれない。

　しかしこの関係を考える上で、やはり最初のヴァールブルクの問題提起に立ち戻らざるをえない。ヴァールブル

クが依拠したオストッフの言語理論によれば、我々の感情に深く関わっている言葉は、より感情的になるにつれ、

見慣れた語幹からの語形変化には満足できなくなるという。そして視覚芸術の領域にも、これと同じ原理が作用し

ており、古代の情念の過剰な表現を抑制するのが、フランドル絵画の静的で瞑想的な倫理の表現だったとした。レ

オナルドがフランドルの肖像画に注目した根源的な理由には、このような原理に無意識に気づいていた点があるよ

うに思う。ヒルズはそれを、「この北方の精神性に、古代からの遺産である肉体的な意識と優雅さの感覚を融合さ

せることによって、レオナルドは、純粋なイタリア美術との参照だけでは説明できない様式を創造したのである
（68）」と表明した。そこにレオナルドが、《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》で実現した肖像画の独自性があるのであ

る。
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同調の技法：デヴィッド・ダンのサイト - スペシフィック・
パフォーマンス

金子　智太郎

はじめに

　1953 年生まれのアメリカの音楽家、サウンド・アーティストのデヴィッド・ダン（David Dunn）は 70 年代よ

り環境音の聴取と生態系の関係をめぐる作品を発表し、近年も国際的評価を受ける作家である。彼の活動はレイモ

ンド・マリー・シェーファー（Raymond Murray Schafer）が提唱した「音響生態学」とよく結びつけられるが、

彼の出発点はむしろジョン・ケージ（John Cage）らの実験音楽だった。彼は作曲を「作曲言語学」を提唱したケ

ネス・ガブロー（Kenneth Gaburo）に学び、創作楽器で知られるハリー・パーチ（Harry Partch）の助手を務め

た。また、彼が 1973 年から 1985 年に発表したサイト - スペシフィック・パフォーマンス（1）は、ランド・アート

からも影響を受けていた［Dunn 2008］。そして 90 年代以降、彼は自身の実践を「サウンド・アート」と称してい

る。つまり、彼はケージから影響を受けながら、それを乗り越えようとするポスト - ケージ的作家の一人であり、

実験音楽以降に音楽というカテゴリーに入らない音の芸術が生まれた展開を体現する作家でもある。

　ダンは 80 年代より多くの論考を発表しており、特にグレゴリー・ベイトソン（Gregory Bateson）の思想を参

照して自身の実践を語っている。先行研究には、環境音の録音を用いる彼の作品を主に考察した、デヴィッド・イ

ングラム（David Ingram）による学術論文がある［Ingram 2006］。ダン自身、90 年代よりパフォーマンスや電子

音楽から環境音の録音に活動を移し、録音された音が自分の好む媒体であることが次第にはっきりしてきたと述べ

ており［ダン 2011: 35-36］、環境音の聴取と録音を主題とする著作もある［Dunn 1999］。

　本論文の目的は、実験音楽からサウンド・アートに向かうポスト - ケージ的動向のなかに彼の実践を位置づける

ことである。そのために検討するのは、彼の初期のサイト - スペシフィック・パフォーマンスがケージや他のポス

ト - ケージ的作家の実践をいかに受け継ぎ、かついかにそれらから離れたのかという問題である。また、本論文は

ダンの初期のパフォーマンスにおける環境音の録音の役割についても考察したい。ダン自身は語っていないが、環

境音の録音はこのパフォーマンスの形成に重要な貢献をしたのではないか。そうであれば、ダンのパフォーマンス

における環境音の録音とケージによる環境音の録音を比較することで、60 年代以降のポスト - ケージ的動向におけ

るダンの位置づけが別の側面からも見えてくるだろう。本論文が環境音の録音に注目する理由は、彼が 90 年代よ

り意識的にこの実践に取り組んだからだけではない。録音は 60 年代以降、特に重要な文化的意義をもつ技術だか

らでもある。

　本論文は二つの節からなる。第一節は主にダンのサイト - スペシフィック・パフォーマンスとその説明にもとづ

いて、環境音に対する認識という観点から彼をポスト - ケージ的動向の展開のなかに位置づける。第二節はこのパ

フォーマンスにおける環境音の録音の役割を検討しながら、環境音の録音に対するダンとケージの認識を比較す

る。さらに、この比較をより一般的な文化的背景である、60 年代以降のポピュラー音楽における録音の意義と関

連づける。以上のような議論を通じて、実験音楽からサウンド・アートへと向かう展開にダンの初期の実践がいか

に位置づけられるのかを明らかにしたい。

論文



142 同調の技法：デヴィッド・ダンのサイト - スペシフィック・パフォーマンス

第 1節　環境音をいかに聞くのか

　1950 年代のニュー・スクール・フォー・ソーシャル・リサーチでの講義や著書『サイレンス』（1961）の出版な

どを通じて、ケージの音楽理論は 60 年代以降、音楽家だけでなくさまざまな作家に影響を及ぼした。そして彼の

影響の下で、音楽というカテゴリーの外部で音の芸術を展開する作家もあらわれる。本節はこうしたポスト - ケー

ジ的作家が環境音に対するケージの認識をいかに受け継ぎ、いかに展開させたのかを考える。環境音――強いて定

義すれば、作家が完全に制御できない環境のなかで生じる自然現象や、そこにいる生物、人間、機械などが発する

非楽音――への関心は、ポスト - ケージ的作家に幅広く認められる。まず、ケージが音楽と環境音の関係をいかに

理解していたのかを説明し、次いで、ケージの影響を受けながら彼とは別の仕方で環境音を作品に取り入れた作家

を論じていく。こうした考察を通じてダンのサイト - スペシフィック・パフォーマンスにおける環境音に対する認

識を歴史的に位置づけることができるだろう。

1-1．作品を環境に開く

　シェーファーはルイジ・ルッソロ（Luigi Russolo）を参照し、「音楽と環境音の境界が曖昧になったことが、あ

らゆる 20 世紀の音楽の最も顕著な特徴であることが最終的に明らかになるかもしれない」［Schafer 1977: 111］と

語った。とはいえ、各作家の作品における音楽と環境音の関係には違いがある。ルッソロは未来派の理念にしたが

い騒音を選別し、環境音のオーケストラを組織しようとした。一方、ケージは意図されない環境音を音楽に取り入

れようとした。

 なぜなら、この新しい音楽においては音しか生じないからである。この音には記譜されるものとされないもの

がある。記譜されない音は書かれた音楽においては沈黙に見えるが、環境のなかにたまたま生じる音に対して

扉を開いている。［Cage 1961: 7-8］

彼が《4 分 33 秒 4’ 33"》（1952）においてこの認識を具体化したことはよく知られている。

　ケージがこうした認識に至った要因として、彼が 1940 年代半ばから芸術の役割をコミュニケーションとみなす

発想を捨て、アーナンダ・クーマラスワミー（Ananda Coomaraswamy）の思想にもとづいて、芸術の役割を「自

然の作動方式」の模倣と考えたことがまず挙げられる［Cage 2000: 239］。この認識にもとづいて、彼は確定され

た音の関係性を通じて理論や感情を聞き手に伝達しようとすることを放棄した［Cage 1961: 10］。さらに、ケージ

は 1940 年代末から 50 年代初頭にかけて東洋思想や無響室での経験、ロバート・ラウシェンバーグ（Robert 

Rauschenberg）《ホワイト・ペインティングス White Paintings》（1951）、アンリ・ベルクソン（Henri Bergson）

やラズロ・モホリ＝ナジ（László Moholy-Nagy）の思想などを吸収し、環境音に開かれた作品へと向かう［Joseph 

2003: 36-52］。彼が理解した自然の作動方式は、常に何かが目的も方向もなく連続的に生じていくというものだっ

た。そこで、彼はまず作曲から作曲家の意図を取り去り、予測のできない音を生みだす技法を探求していく。さら

に、作品をその環境に対して開くことで、こうした自然の作動方式を作品に取り入れようとしたのである。

1-2．聞き手と環境の相互作用

　ケージの影響を受けて環境音に関心を抱いた作家は、ルッソロのように環境音のオーケストラを組織するのでは

なく、それを予測できないものとして扱おうとした。ここでは、音楽というカテゴリーに対して異なる立場をとる

三人のポスト - ケージ的作家の、環境音に対する認識を比較する。シェーファーは音楽作品をモデルに、サウンド

スケープのデザインを試みた。サウンド・インスタレーションの開拓者であるマックス・ニューハウス（Max 

Neuhaus）は、音楽の定義の拡張を重視する［Neuhaus 2000］。ビル・フォンタナ（Bill Fontana）は「音楽的形

式」を取ることもある「音響彫刻」を制作した［Fontana 1987: 143］。ここで注目するのは彼らの相違点ではなく、

環境音に対する認識における共通点である。

　シェーファーは論考「環境の音楽」（1973）、著書『世界の調律』（1977）などにおいて、「世界のサウンドスケー
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プを私たちの周囲で果てしなく展開される巨大な音楽作品」とみなし、それを改善するための音響デザインを提唱

した［Schafer 1977: 205］。彼がこのデザインの基礎としたのが音響生態学、すなわち環境音が生物にあたえる影

響についての研究だった。彼が定義した音響生物学の対象には身体的影響だけでなく、社会・文化的影響も含まれ

ることが重要である。聴覚デザインにおいては人間の「音響的能力」を育む音や、伝統的な聴覚文化に関わる音が

重視され、健康被害をもたらす音、特に機械の騒音などが排除された。また、シェーファーは音楽作品をサウンド

スケープのモデルとみなし、1980 年頃より屋外の特定の場所と時間を舞台とする音楽劇を発表した［鳥越 1986: 

103-108］。

　マックス・ニューハウスによる《タイムズ・スクエア Times Square》（1977-1992, 2002-）は特定の環境に微弱な

音を配置することで、鑑賞者にその環境音全体への聴取を促すサウンド・インスタレーションである。彼がマン

ハッタンのタイムズ・スクエアにある地下鉄換気孔に埋めた電子音は、周囲を満たす騒音に隠れ、意識しなければ

聞き取れない。しかし、聞き手はその音を探し、音に集中することで、結果的に環境音全体に対する新鮮な経験を

得ることができる。ブランデン・ジョセフ（Branden Joseph）はこの作品とロバート・モリス（Robert Morris）

のミニマリズム彫刻における鑑賞者と彫刻の相互作用を比較している［Joseph 2009: 67］。

　音をありのままに聴くことを求めたケージにとって、特定の音だけを聞こうとすることは音をコミュニケーショ

ンに従属させることを意味した。それに対して、シェーファーやニューハウスは環境音が聞き手にいかに作用する

か、聞き手が環境音をいかに聞くかに注目した。このような発想はフォンタナの作品にも認められる。70 年代半

ばより、彼は特定の環境音をマイクロフォンで拾い、電話線などを通じて聞き手のいる会場に送ってスピーカーか

らリアルタイムで流す作品を制作し、これを「音響彫刻」と呼んだ。中川克志によれば、「環境音が発生する実際

のコンテクスト」と「環境音の潜在的な意味」は彼の音響彫刻にとって不可欠の要素である［中川 2010: 10-14］。

聞き手が環境音とその音源に関わるコンテクストの結びつきを通じて、環境音に意味を読みとるからこそ、フォン

タナは環境音を移動することでその意味を揺さぶり、環境音を聞き直す機会を聞き手にもたらすのである。

1-3．音を通じた環境との同調

　ポスト - ケージ的作家の一人であるダンは、ケージの音楽理論をいかに受け継ぎ、いかに乗り越えようとしたの

か。彼は、音楽を作曲家の自己表現とみなす認識を捨て、音や聴覚自体に関心を移したことが実験音楽の功績だっ

たと考える［Dunn 2008］。そして、彼はこうした転換を音の「脱文脈化」と呼び、これに続く実践として音の「再

文脈化」を提案した。

 ケージの作品や彼を追った大勢の作品の傾向は、音を脱文脈化することでした。美学的には正当化できる立場

だと思います。しかし、私が関心をもつのはシリアスな、双方向的なやり方で、音を再文脈化することです。

音がたんなる人間の音楽家のための素材ではないという証拠を示すために、環境に立ち返り、システムを作り

だすことです［Dunn, van Peer 1999: 64］。

彼は、作曲家と聞き手のコミュニケーションという文脈から引き離された音を、別の文脈と結びつけようとする。

この発想は先に言及したポスト - ケージ的作家と共通する。なぜなら、彼らはコミュニケーションから引き離され

た環境音を聞き手との相互作用という文脈に結びつけたからである。それに対して、ダンは再度コミュニケーショ

ンという文脈を取りあげる。ただし、作曲家と聞き手のではなく、環境と演奏家の双方向的なコミュニケーション

である。このことを彼のサイト - スペシフィック・パフォーマンスの代表作のなかに具体的に見ていこう。

　《ネクサス 1 Nexus 1》（1973）はダンが環境との双方向的なコミュニケーションに注目する契機となった作品で

ある。この作品は元々、グランド・キャニオンの地形が生む天然のエコーに反応する、図形楽譜を用いたトラン

ペット三重奏として作曲された。ところが、実際に演奏してみるとこの土地に住むカラスが音に反応し、演奏に応

じて声をあげた。その結果、作品はトランペットとカラスのアンサンブルのようになった。この予想しなかった結

果をダンは環境との双方向的なコミュニケーションと解釈し、以降のパフォーマンスではこの相互作用をさらに追

求していった。
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　《マネシツグミ Mimus Polyglottos》（1976）は他の鳥の声を模倣するマネシツグミとの音によるコミュニケーショ

ンを主題とする。このツグミは鳥の声だけでなく洗濯機や自動車などの音も模倣することが知られている。そこ

で、彼はまずこの鳥に別のマネシツグミの録音を聴かせ、いかなる音のパターンに反応するのかを研究した。次

に、その声の周波数領域や音と沈黙の比率にもとづいて電子音のテープを制作し、これをこの鳥に聞かせた。電子

音を使用した理由はその模倣能力に「挑戦」しようとしたからだった［Dunn 1997: 65］。電子音を聞いたマネシツ

グミは最初、熱狂的にピッチ、リズム、音色を模倣しようとした。そして時間が経つと、かなり柔軟に鳴声を返せ

るようになった。

　ダンのサイト - スペシフィック・パフォーマンスはこのような単一種とのコミュニケーションから始まり、《ス

カイドリフト Skydrift》（1976-78）や《同調 2 Entrainment 2》（1985）といった広大な地形を舞台に多数の演奏者が

参加するパフォーマンスへと展開した。後者の題名の「同調」には次の意味がある。

 エントレインメントという用語は、もがき合いが同期に到るまで互いに擦れ合うような、音、観念、種、精神

のプロセスを記述するために使われる。［中略］同調は自然における基本的な過程であり、共鳴のような広大

な現象群を指している。しかし、私が試みているのは、新しい段階のコミュニケーションに関する意識が生成

されうる事態を指すために、この語を意図的に使うことである。［Dunn 1986a: 16］

彼はこの同調としてのコミュニケーションを理論化するためにベイトソンを参照し、また「環境音楽」に代えて

「環境言語」という用語を提案してもいる。この「環境」という語について彼は「観察者がたんに関与の姿勢をと

るだけの『環境』の構築とは違う、私の音楽の双方向的な本質を表現している」［Dunn 1986b: 15］とも語った。

つまり、彼にとって環境とは演奏家と環境を構成するものの同調によって成立するものなのだ。

　ケージは作曲家が音の関係性を通じて聞き手とコミュニケーションをとるという発想を拒否し、この姿勢はポス

ト - ケージ的作家に受け継がれた。そして、先にあげた三人の作家は環境と聞き手の相互作用に注目し、環境音の

コンテクストや意味を重視した。一方、ダンは聞き手ではなく演奏家と環境を構成するものの相互作用を作品に導

入し、両者に再度コミュニケーションを見いだした。ケージが拒否した音楽におけるコミュニケーションと、ダン

の環境言語によるコミュニケーションの違いは、前者が確定された音の関係性を理解し合うことによって成立する

のに対して、後者がそうした共通の基盤のないところから交流が始まるところにある［Dunn 1999: 77］。ダンはこ

の手探りの対応を通じて生まれる関係を同調と呼んだ。

第 2節　環境音の録音を何に用いるのか

　本節は環境音の録音に対するケージとダンの認識を比較する。何度でも聞き直せる作品は自然の作動方式である

予測不可能性を欠くという理由から、ケージは録音された音楽を酷評した。「演奏に関して不確定な作品の演奏は、

必然的に唯一のものである。それは反復できない。［中略］そうした作品の録音には絵葉書以上の価値はない」

［Cage 1961: 39］。一方、ケージは作曲の手段としての磁気テープを高く評価し、「自然の作動方式に対する現代の

認識を芸術に変えるための技術的装備」と評した［Cage 1961: 9］。環境音の録音に対するダンの認識にもこれに

近い両義性がある。イングラムが指摘したとおり［Ingram 2006: 131］、彼は 90 年代以降にこの実践を活動の中心

にしたにも関わらず、録音が保存するのは幻想に過ぎないと語った［Dunn, van Peer 1999: 66］。

　では、環境音の録音に対する両者の両義性はいかに生じたのか、ケージから順に見ていこう。ダンについては、

彼のサイト - スペシフィック・パフォーマンスの形成過程を詳しく追うことで、手がかりが見えてくるだろう。最

後に、両者の認識を比較しながら、その違いと文化的背景の関連について考える。

2-1．録音による自然の作動方式の認識と模倣

　ケージがさまざまな思想を吸収し、環境音に開かれた作品という発想に向かった時期は、彼がテープ・レコー

ダーによる作業を始めた時期と重なっている（2）。ケージは 1949 年にピエール・シェフェール（Pierre Schaeffer）
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の下で初めて実際に磁気テープを使った作曲にふれ、1951 年にニューヨーク楽派の作家とともにテープ音楽を探

求する「プロジェクト：サウンド」を開始した［Kostelanetz 1996: 70-71］。そして 1952 年より、長期に渡る《ウィ

リアムズ・ミックス Williams Mix》（1952-53）のテープ・コラージュ作業に着手する。この作品は「都市の音」、

「田舎の音」、「電子音」など、音源の種類に応じて 6 つに分けられた音を記録したテープをチャンス・オペレー

ションにしたがって切り貼りして制作され、最終的に 4 分 15 秒のなかに最長 1 秒ほどの音が 2000 個以上も詰めこ

まれた。制作は休止期間を挟んで 9 ヶ月に及び、ケージは毎日 12 時間をテープの切り貼りに費やしたという。こ

の制作期間に彼は二つの有名な作品を発表した。ブラック・マウンテン・カレッジでの《シアター・ピース第一番 
Theatre Piece #1》（1952）と《4 分 33 秒》である。

　1957 年の講演で発表された論考「実験音楽」には、環境音に開かれた作品と磁気テープの関係に対するケージ

の認識が最もまとまって書かれている。この論考によると、磁気テープが「自然の作動方式に対する現代の認識を

芸術に変えるための技術的装備」であるのは、この装置が従来の音楽のように音を離散的に扱うのではなく、連続

体として扱うからである［Cage 1961: 9］。先に述べたとおり、ケージは自然の作動方式を常に何かが連続的に生

じるものとして理解していた。磁気テープがこうした自然の作動方式に対する認識を芸術に変えることができるの

は、従来の記譜法が離散的な音を個別に配置するのに対して、テープ・レコーダーはあらゆる音を連続的に捉え、

さらに録音後にはフィルターやミキシング、スプライシングを通じて音を切り離さずに変形できるからである。た

だし、ケージは磁気テープを使用するときもその制御を放棄して予測のできない音を生みだす必要があると考え

た。以上のような理由で、彼は録音された音楽を拒否しながら、作曲の手段として磁気テープを評価したのであ

る。

2-2．同調の原型としての録音

　ダンはサイト - スペシフィック作品において録音をいかに用いたのか。彼の作品の展開を追うと、《ネクサス》

から《マネシドリ》への過程において、環境音の録音が重要な役割を果たしたことがわかってくる。これらの間に

は、ともに 10 個のパートからなる文章で演奏者に演奏を指示する二つの作品が制作された。両作品における録音

の役割を見ていこう。

　《神託 Oracles》（1974-75）は「10 個の環境刺激コンポジション」という副題をもつ。最初のコンポジションは、

植物にコミュニケーション刺激としての音を聞かせて環境に生じる変化を観察するというものである。狼に音を聞

かせる、スピーカーを土に埋める、海に浸すといった、風変わりなコンポジションが続く。題名から伺えるよう

に、この作品は演奏者と環境を構成するものの相互作用を実際に作りだすより、儀式的、観念的コミュニケーショ

ンが目的なのだろう。他のコンポジションには《スカイドリフト》を思わせる、屋外で移動しながら展開される多

人数の演奏もある。そのなかで、コンポジション 5 では環境音の録音が用いられる。その指示は次のとおりであ

る。

 広大な屋外空間を選び、何らかの方法で境界を区切る。任意の数（2 人以上）の演奏者がこの区域の内側に場

所をとる。各演奏者は環境音を録音して内蔵モニター・スピーカーで再生できる携帯型録音装置を持つ。演奏

者はそれぞれ、初めに空間のいくつかの地点に場所をとり、10 秒から 20 秒間、環境を録音する。録音後、先

の録音と同じ時間をかけて、空間内の別の地点までゆっくり歩く。歩いている間にテープを巻き戻し、新しい

到達地に着いたら再生を始める。再生後、30 秒から 60 秒間待機し、そしてこの活動を繰り返す。演奏時間の

あいだこのプロセスを続ける。開かれた空間の中心に置かれた無指向性マイクロフォンで演奏すべてを録音す

る。

このコンポジションは環境音を録音し、移動してから再生するというシンプルな方法によって、演奏家と環境を構

成するものとの相互作用を作りだそうと試みる（3）。このコンポジション 5 だけは環境のなかで何に、または何の

音を発するのか規定されておらず、《神託》のなかでも例外的と言えよう。しかし、このコンポジションが作品全

体のなかでいかなる役割をもつのかはまだよく見えてこない。



146 同調の技法：デヴィッド・ダンのサイト - スペシフィック・パフォーマンス

　《場所 Place》（1975）の構成は《神託》と似ているが、儀式的、観念的コミュニケーションではなく、演奏者と

環境を構成するものとの実際の相互作用を試みている。そして、その前半は《神託》のコンポジション 5 における

環境音の録音の利用を多様なかたちに展開していく。セクション 1 の指示は次のとおり。

 一本のマイクロフォンを使って環境を満たす音を録音する。マイクを保持したまま、空間の中心点からゆっく

り歩き、螺旋を描くように中心点から少しずつ外側に移動していく。中心点から可能なかぎり遠ざかれるまで

移動し続ける。録音された音をその環境のなかで再生する。

セクション 2 は環境のなかを歩き回りながら音を聞くという指示がある。次のセクション 3 は《神託》のコンポジ

ション 5 のような環境音のピンポン録音を行なう。

 環境音を長時間録音する。ひとつのスピーカーでこの録音を再生する。そのスピーカーを持って一本の無指向

性マイクロフォンの周囲をゆっくり歩く。マイクロフォンは環境のなかで再生される音を録音する。再生音を

録音したものの音量と、リアルタイムで生じる周囲の音を録音したものの音量が等しくなるよう、マイクロ

フォンから一定の距離を保つ。

続くセクション 4 は《神託》のコンポジション 5 によく似た、環境音を録音、歩いて移動、再生してまた移動を繰

り返すという指示がある。以降、環境音をリング・モジュレーターに通すセクション 5、サイン波とホワイト・ノ

イズを環境のなかで発するセクション 6 が続く。セクション 7 から 10 は声や楽器の音を環境音に合わせたり、環

境音を引きだすために用いたりする。こうした構成は、まず録音を利用した相互作用が出発点となり、次に電子音

や声、楽器の音を用いた相互作用に展開していくように見える。

　環境音の録音から始まる同様の展開は、《同調 1 Entrainments 1》（1984）と《同調 2》にも認められる。《同調 1》

はまず自然環境のなかで詩人が場所の印象を語る声を録音する。次にその録音を使って変調させたサイン波を同じ

環境のなかで流し、反応したアオカケスの声などの環境音とともに録音する。さらにそれを環境のなかで再生、録

音、再生を繰り返していく。一方、《同調 2》はいわば、《同調 1》の録音装置の数を増やし、またコンピュータに

よる録音と再生の制御を加えた作品と言えよう。つまりは、環境音を受けとり、環境に返すという操作を通じて、

環境音の録音はダンのサイト - スペシフィック作品の形成過程において演奏者と環境を構成するものの相互作用を

確立するための原型となったのである。彼が同調を探求しはじめたきっかけが録音だったわけではない。しかし、

同調という方法を練り上げていく過程において、録音が主要な役割を担ったことは明らかである。

2-3．環境音の録音の文化的背景

　ケージとダンはともに録音によって環境音を組織しようとはしなかった。ケージが磁気テープを自然の作動方式

を明らかにし、模倣する手段と考えたのに対して、ダンは環境を構成するものと相互作用するための手段として利

用した。つまり、ケージは録音を自然の位置におき、ダンは演奏者、または環境を構成するものの位置においたの

だ。この違いは両者の環境音に対する認識の違いをふまえて理解する必要がある。ケージは環境音を目的も方向も

なく展開する自然として理解した。それに対して、ダンのサイト - スペシフィック・パフォーマンスにおいて、環

境とは演奏者と環境を構成するものの相互作用から生じるものだった。録音が保存するのは幻想に過ぎないという

彼の言葉は、環境に対する彼の認識から理解する必要がある。

　それでは、環境音の録音に対するケージとダンの認識の違いはいかに生まれたのか。ポスト - ケージ的動向にお

ける録音の使用例をさらに見ていくことで、その手がかりを得ることもできるだろう。例えば、ダンによる環境音

のピンポン録音はアルヴィン・ルシエ（Alvin Lucier）の《私はある部屋に座っている I Am Sitting in a Room》

（1970）を思わせる。この作品もまた、室内で録音された声をその部屋のなかで再生、録音、再生という操作を繰

り返し、声が変化する過程を聞かせた。しかし、本論文はあえてより一般的な文化的背景として、60 年代以降の

ポピュラー音楽におけるマルチトラック・テープ・レコーダーの影響について考慮してみたい。この影響は 1950
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年代初頭に磁気テープにふれたケージと、70 年代半ばにカセット・レコーダーを利用したダンの実践を隔てるも

のでもある。

　テープ・レコーダーは 40 年代後半に高音質かつ長時間の録音を可能にする装置としてポピュラー音楽に導入さ

れた［Morton 2004: 148-151］。そして、マルチトラック・レコーダーの普及とともに、録音された音の操作、すな

わちポスト - プロダクションが一般化した。1958 年に 4 トラック・レコーダーが市販されると、60 年代前半にフィ

ル・スペクター（Phil Spector）の「ウォール・オブ・サウンド」、66 年にビーチ・ボーイズ（The Beach Boys）

『ペット・サウンズ』が登場する。67 年には 8 トラック・レコーダーが発売され、翌年にビートルズ（The 

Beatles）が『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』（1968）を発表した。ポスト - プロ

ダクションはマルチトラック・レコーダー以前も行われていたが、その登場後にポピュラー音楽における標準的実

践になった。

　ポスト - プロダクションの普及は作曲家と演奏家の実践を変えただけでなく、プロデューサーとエンジニアの地

位を高め、さらにポピュラー音楽産業の構造や、聞き手の認識にも影響をもたらした。60 年代から 70 年代におけ

るブルース・ナウマン（Bruce Nauman）の作品を論じながら、ジャネット・クレイナック（Janet Kraynak）は

この時代にマルチトラック・レコーダーが生演奏と録音された演奏、つまり現実と人工物の「ヒエラルキーの反

転」をもたらしたと論じた［Kraynak 2014: 133］。なぜなら、ポスト - プロダクションによって録音された演奏は、

特権的な生演奏の模倣という役割から解放されたからである。クレイナックはジャック・アタリ（Jacques Attali）

の「反復的社会」をめぐる議論を参照する［Kraynak 2014: 134-135］。

 録音は当初、演奏の痕跡を保存する方法として作られたにも関わらず、演奏に代わって音楽の経済の原動力に

なった。［中略］レコードの罠にかかった音楽にとって、公演はレコードのシミュラクラムになる。普段から

アーティストの録音に親しんでいる聴衆は、その生の複製を聞きにやってくる。［Attali 1985: 85］

そして、クレイナックは、ナウマンや彼と交流のあったミニマル・ミュージックの作曲家たちの作品にはこうした

反転に関わる表現があると指摘した。

　先に見たとおり、ミキシングやスプライシングを積極的に用いたケージは、早くからテープ・レコーダーによる

ポスト - プロダクションに注目していた。しかしそれでも、彼にとって録音は自然の作動方式を模倣するものだっ

た。自然そのものである環境音の予測できない展開を作品に取り入れるために、彼は録音という手段を用いたので

ある。それに対して、ダンのサイト - スペシフィック・パフォーマンスは環境を構成するものとその録音の同調を

試みた。《ネクサス 1》や《マネシツグミ》において楽器や電子音響装置によって野鳥に働きかけたように、彼は

《神託》や《場所》において環境音の録音によって環境を構成するものに刺激をもたらそうとした。録音は自然を

模倣する手段ではなく、環境を構成するものと相互作用しながら環境を作りあげる手段であった。したがって、

ケージと比較すると、ダンの作品における環境音の録音の地位には相対的な向上が認められる。

　繰り返すが、マルチトラック・テープ・レコーダーを用いたポスト - プロダクションの標準化は、ケージが磁気

テープにふれた 1950 年頃と、ダンがサイト - スペシフィック・パフォーマンスを確立していく 70 年代を隔てるも

のである。そして、環境音の録音に対する両者の認識の違いは、ポスト - プロダクションがポピュラー音楽にもた

らした聞き手の認識の変化に沿っている。もちろん、ケージとダンの認識は単純なヒエラルキーに還元できるもの

ではなく、むしろヒエラルキーを排除しようとするものである。しかし、あくまで両者を比較するならば、ダンの

ポスト - ケージ的実践はポピュラー音楽の展開と同じ方向をたどっていたと言えよう。

結論

　本論文はダンのサイト - スペシフィック・パフォーマンスをポスト - ケージ的動向に位置づけようとした。作曲

家が完全に制御できない環境音を作品に導入するという発想をケージから受け継いだポスト - ケージ的作家の一部

は、環境音と聞き手の相互作用へと関心を向け、これを実践に取り入れようとした。それに対して、ダンが注目し
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たのは環境音と演奏家の相互作用だった。そして、彼がこの両者の相互作用を取り入れたサイト - スペシフィッ

ク・パフォーマンスを確立していくなかで、環境から音を受けとり、返す録音はこの相互作用の原型として機能し

ていた。環境音の録音に対するケージとダンの認識を比較すると、ダンの認識には 60 年代以降のポピュラー音楽

の展開との共通点がある。彼は録音を、環境を複製するものではなく、環境を作りあげていくものと捉えているか

らである。

　環境音の録音を取りあげることで、本論文はポスト - ケージ的動向とポピュラー音楽の関わりについてひとつの

事例を示すことができた。実験音楽がサウンド・アートに向かうなかで、その担い手がアカデミックな作曲家を越

えて拡大することを考察するには、このような議論をさらに積み重ねていく必要があるだろう。また、環境音の録

音は、サウンド・アートへの展開を考えるためにもうひとつ考慮すべき論点である、美術におけるポスト - ケージ

的動向とも関連がある。なぜなら 60 年代には例えば、ニューハウスと比較されたモリスが 1961 年に発表した《作

られたときの音がする箱 Box with the Sound of Its Own Making》や、クレイナックが論じたナウマンの《コンラッ

ド・フィッシャーのための 6 つのサウンド・プロブレム Six Sound Problems for Konrad Fischer》（1968）などにおい

て、ケージの影響を受けた美術家が環境音の録音を作品に取り入れたからである（4）。本論文はまだこうした文脈

を議論に含めることができなかった。これらは今後の課題としたい。
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『楞伽経』70段における外教の涅槃観批判
－仏教的観点による多文化共生の智慧としての「棲み分け」－

堀内　俊郎

はじめに

　『楞伽経』70 段（虎関師錬の『心論』の分段による）は、外教徒による涅槃に対する見解（涅槃観）を列挙して

批判している。すでに中村［1950］、高崎［1985］による部分的研究があり、和訳も提示されている 1 箇所である

が、本稿ではその外教批判に、初期仏教より看取しうる「棲み分け」という形での多文化共生への智慧を見い出し

たい 2。また、資料として、当該箇所（重偈を除く）の和訳を提示する。本経に対する写本に基づく全体に渉る校

訂テキストとしては南条［1923］（以下、南条本）が唯一のものであった。ただ、時代的制約や初めての試みとし

て不可避のことであるが、種々の問題点が指摘されてきており、全面的な再校訂の必要性が唱えられてきた。南条

本は当時得られた 4 つの写本に基づいての校訂テキストである。その後多くの写本が発見され、Takasaki［1981］

は 16 の写本に基づいて本経のある一章を徹底的に再校訂している。ただ、南条本の問題点は扱う写本の数の少な

さではなく、扱っているはずの写本の読みが－重ねて、時代的制約として仕方のないことであるが－正確に反映さ

れていないことにもある。ところで、本経の写本は一つを除いてはすべて紙写本であるが、一本のみ、貝葉（palm 

leaf）写本（以下、T 写本）が存し、それはしばしばよりよい読みを提供していることが見られる。そこで、本稿

では、一つの試みとして、訳読に際し、いくつかの箇所に関してその貝葉写本の読みを提示する。本稿で提示する

範囲は南条本ではわずか 4 ページ弱であるが、7 箇所でこの T 写本の異読の漏れがあり、そのうち 3 か所は、これ

により従来、南条本によっては理解されてこなかった箇所が理解可能となる。

1）『楞伽経』70 段
　本段は、外教の涅槃観として 22 個を紹介している（それぞれ（1）～（22）と番号づける。詳細は資料編を参

照）。たとえば、自在神や時間を世界の作者と理解することによって涅槃・解脱があるとする説などが挙げられて

いる（（11）,（18））。そのさい、このような理解がなぜ解脱論と結びつくのかというと、高崎［2009: 427］が適確

に指摘しているように、「これらは内容的には涅槃（解脱）論というよりは世界生成論である。（ただ、それらを正

しく見ることによって解脱するという点ですべて解脱論となる）」ということである。仏教側からいえば初期仏教

以来、「如実智見」といって、もののあり方をありのままに悟る智慧が悟りとされてきたが、このような態度がこ

の背景に見られる。

　さて、その中、最初に挙げられるのが、「ある外教徒たち」の説で、

 「（1）〔五〕蘊・〔一八〕界・〔一二〕処を滅することにより対象境界に対する貪欲を離れることにより無常なる

ことを見ることから心・心所の集まりが起こらないことが涅槃である」

という見解である。これについて、智吉祥賢は、「声聞と、dge slong skye bo'i chos bsam pa can と言われる者たちは、

〔五〕蘊は滅すると見る。他方、大乗においては、外界の対象は存在しないので能取と所取（主観と客観）は存在

しないから、常でもなく無常でもない」という。智金剛も、これは外教徒ではなくむしろ声聞と縁覚による、涅槃

に対する見解とする。この見解は、原因がなくなった（後では「質料因が停止する」とある）ことによって分別が

生じないというだけであり、「考察されるべき対象を空であると理解することによって」ではないからという理由

論文
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で、本経の立場からは批判されるのである。

　さらに、以下も、自相・共相の理解により般涅槃するという見解である。

 （6）さらに、他の者たちは、内外の一切法の個別相・普遍相（自相・共相）を悟ることにより、過去・未来・

現在の存在が有ることにより滅しないことにより、涅槃を分別（想定）する。

智吉祥賢は、シヴァ派、gtogs 'dod pa、梵天論者のことという。他方、智金剛によれば、これも仏教内部の

*Vaibhāika（毘婆沙師）のことである。「過去・未来・現在の存在が有る」と言っている点からそのように註釈した

ものであろうが、この智金剛の解釈は同経 31 段の記述に照らしてみても妥当であろう。

 声聞・独覚にとっての涅槃は、個別相と普遍相（自相と共相）を覚ることに基づき、慣れ親しまない 3 ことか

ら、対象を顛倒せずに見ることから、分別（妄想）が働かない。それに基づき、彼らにはそこにおいて涅槃で

あるという知覚がある 4。

すなわち、仏教内部の涅槃観が、ここで外教説として批判されているのである。

　なお、本経の涅槃に対する正説としては、「自心現量」であること（すべては心の現わし出したものに過ぎない

ということ）を理解することにより、（中略）心・意・意識が転回（転換、vyāvṛtti）5 したことにより、涅槃があ

る、という説である。これは、31、74 段にも類似説が見られる

 「意・意識の見解の習気を転回すること（parāvṛtti）が涅槃である」と、私と一切の仏陀は言う 6。

 「分別である心・心所の集まりが転回すること（parāvṛtti）を前提とする、如来の自ら個別の聖者の智による理

解が涅槃である」と、私は言う 7。

2）同段に見る多文化共生への智慧
　以上、本段のいくつかの涅槃観を取り上げた。では、ここから外教に対するいかなる態度を見いだすことができ

るであろうか。まず、大乗ではないが同じ仏教内部である声聞・縁覚による涅槃観も、ここでは「外教」として批

判されていることに着目したい。とすれば、ここでは、異説の排除というよりも、様々な涅槃観を挙げ、そのなか

で大乗の正しい涅槃観を位置づける（配置する、allot する）ことが目的とされているのではないか。

　さらにまた、そのさい、外教の見解に対しては、智者は「捨て去り parivarjitāni」「避けるべきである
vyāvartanīyā」とされている。

　これに関してさらに別の箇所では、ローカーヤタ（順世外道）という外教徒の説が取り上げられているが、そこ

でも、「仕えるべきでなく、尊敬すべきでなく、尊崇すべきではない 8」とされている。別の箇所でも、「外教の見

解を放棄するために 9」とある。

　以上のような外教への態度から、異説の排除でもなく、妥協や融和でもなく、「棲み分け」という態度が、本経

から学びうる異なる見解の者への態度として浮かび上がってくるのではなかろうか。

　ところで、外教に対する類同の態度は初期仏教よりみられる。すなわち、『スッタニパータ（Suttanipāta）』は、

以下のように論争の超越を勧める。

 「実に、真実は一つであり、第二のものは存在しない。それ（真実）を知った人は、論争しない（884ab）10」

 「論争の結果は（称賛と非難との）二つだけである、とわたくしは説く。この道理を見ても、汝らは、無論争

の境地を安穏であると観じて、論争をしてはならない（896bcd）11」

　また、経や律によれば、「外道別住」といって、元外教徒であった者が仏教のサンガに入団する際には四ヶ月間、

観察期間がおかれることが知られている 12。

　日本仏教では、法然も、「論争があるところには諸の煩悩が起こる。智者はこれを遠く離れること、100 ヨージャ

ナである（諍論之処ニハ諸ノ煩悩起ル、智者ハ之ヲ遠離スルコト百由旬也）13」という。これには当時の念仏弾圧

をかわすという時代背景もむろんあろうが、先述の『スッタニパータ』から見られる普遍的な智慧としても着目さ

れるべき言であろう。

　ところで、世親（Vasubandhu、インド、400 年ごろ）の『釈軌論』では、大乗仏説・非仏説論の論争が展開され

ている。「大乗は仏説ではない」という声聞乗の批判（論難）に対し世親が反論（回答）をするのが『釈軌論』第

四章である。その要点は、松田［1985］が簡潔かつ正確に「大乗経典非仏説論に反論し、了義未了義を峻別するこ
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とを通して、それに仏説としての価値を与えるのである」と述べている 14 が、『釈軌論』の実際の記述に即してい

えば、以下の通りである（堀内［2009: 61-62］から転載）。

a.【声聞の論難 1】（「⇔」は矛盾を示す記号）

　阿含（4 阿含・5 ニカーヤ）⇔大乗（ここで「大乗」とは「一切法無自性説」のこと）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《大乗は阿含と矛盾するから仏説ではない》

b.【世親の反難 1'】 【声聞の回答 1'】

　　阿含 　　　阿含

教説 a ⇔教説 b　　　　　　　　　⇒ 未了義　　了義

《矛盾するから仏説ではないというなら、

阿含内部にも矛盾する教説がある》

《矛盾する場合、一方は未了義で、他方は

了義であるので、矛盾は解消される》

c.【声聞の論難 2】 【世親の回答 2'】

　　　　　　大乗 　　　　　　　　　　大乗

　一切法無自性⇔修道　　　　　　⇒ 一切法無自性（未了義）　『解深密経』・『楞伽経』

［対応偈］（了義）

《大乗には相互に矛盾する教説があり、

なおかつその矛盾を取り除く了義説はない》

《一切法無自性説は未了義であり、『解深密経』などが

了義である＝大乗には了義・未了義がある》

d.【世親の結論】

《「矛盾するから」大乗は仏説ではないということは成り立たない。＝大乗は矛盾しないから仏説である》

　つまり、一見矛盾すると思われる教説があったとしても、大乗は大乗内部で、了義説と未了義説があるので、矛

盾は解消され、ゆえに、「矛盾するから大乗は仏説ではないというのは成り立たない」ということである。要する

に、大乗は大乗で仏説、声聞乗は声聞乗で仏説で、問題がないというのである。ここから、声聞乗を非仏説とする

のではなく、また、声聞乗の教えと大乗との矛盾を解消するのでもないという態度がうかがえる。

おわりに

　このように見ていけば、抑圧や征服ではなく、さらには妥協や融和でもなく、それぞれがそれぞれの場所を保ち

ながら他に干渉しないことによる共存、今西錦司のいう「棲み分け」15 ─これの例として、魚が上流や中流に棲み

分けていることが挙げられているが─の思想的バージョン、「思想的棲み分け」が、以上挙げた文献の範囲内から

学ぶことが出来る多文化・多宗教の共生の智慧として提示できるのではないか。また、自分がして欲しいことを他

人にもするというのがゴールデンルール（黄金律）であり、自分がして欲しくないことを他人にもしないというの

がシルバールールであるが、その対比でいえば、後者のシルバールールの重視という態度にもなろう。

略号

D: Sde dge edition of Tibetan Tripiṭaka.

LAS: Laṅkāvatārasūtra.

LAS（t）: ’Phags pa Lang kar gshegs pa chen po’i mdo. Peking （P） No. 775, Derge （D） No. 107.

Nj: Nanjio, Bunyiu. ed., Laṅkāvatārasūtra. Bibliotheca Otaniensis 1, Kyoto, Japan, 1923.
P: Peking edition of Tibetan Tripiṭaka.

T 写本：東京大学所蔵、高楠順次郎将来、『楞伽経』貝葉写本（松濤カタログ No. 333）。
『心論』：虎関師錬『仏語心論』日本大蔵経、方等部章疏三。
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宋訳：求那跋陀羅（Guṇabhadra）訳『楞伽阿跋多羅宝経』Taisho （T） No. 670 （Vol.16.480a-514b）。
智吉祥賢（Jñānaśrībhadra）：『聖入楞伽註』（『西蔵大蔵経』P No. 5519、D No. 4018）。
智金剛（Jñānagarbha）：『聖入楞伽経註・如来心荘厳』（『西蔵大蔵経』P No. 5520、D No. 4019）。
南条本：Nj を見よ。
羽田野他［1993］：『聖入楞伽経註　チベット仏典研究叢書（第 4 輯）』羽田野伯猷、磯田煕文、密波羅圭之介、古坂紘一、法蔵

館。
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註

１ 安井［1976: 165-168］、菅沼［1981: 64-73］、常盤［2003: 207-211］。
２ 筆者によるこれまでの「多文化共生の思想基盤研究」に関する論考は以下の通り。堀内［2012］、［2013］［2014］。なお、堀

内［2012］で着目した「捨（upekṣā、平静心、平等心）」は、慈・悲・喜・捨の「四無量心」の一つであるが、その後、宮
元［1998: 151-152］が、「「慈」「悲」「喜」というのは、そのままなんの条件もつけなければ、心情的にべたべたしたものに
なり、執着心と区別がつかない。そこで必要なのが「捨」なのである。少なくとも初期仏教においては、修行の目標は生の
ニヒリズムであるから、修行段階にあっても、生のニヒリズムを育んでいかなければならない。もちろんゴータマ・ブッタ
にとっては、「捨」は完全なものであり、「慈」も「悲」も「喜」も、すべて、意味のない世界をあたかも意味があるかのご
とくに生きるための幻術、つまり方便に他ならない」と述べていることを知った。筆者が多文化共生の思想基盤を探る際に

「捨」や「棲み分け」に着目しているのも、基本的には同様な観点に基づく。ただ、宮元［1998: 151］は、「捨」を、「自他
に対して根本的には無関心の態度をとる」こととするが、筆者の文脈でいえば、「捨」とは、利害打算や自我意識の色メガ
ネを離れての自他に対する平等心や、超越的関心ぐらいであろうか。いずれにせよさらなる検討が必要である。

３ 世間の喧騒を離れるということで、独覚（縁覚）の修行や悟りに関して言われる語。16 段等を参照（高崎［1980］）。
４ Nj. 99.14-16: śrāvakapratyekabuddhānāṃ nirvāṇaṃ svasāmānyalakṣaṇāvabodhād asaṃsargato viṣayāviparyāsadarśanād vikalpo na 

pravartate/ tatas teṣāṃ tatra nirvāṇabuddhir bhavati/

５ 筆者は当初 vyāvṛtti を「排除」と訳したが、日本宗教学会学術大会（於同志社大学）発表時の久保田力教授のご指摘により
改めた。以下の二例からすれば転回、転換と理解できよう。なお、『楞伽経』自身の涅槃観については、久保田［1991］も
参照。

６ 31 段（Nj.98）: … -manomanovijñānadṛṣṭivāsanāparāvṛttir nirvāṇam ity ucyate sarvabuddhair mayā ca

７ 74 段（Nj. 200）: vikalpacittacaittakalāpasya parāvṛttipūrvakaṃ tathāgatasvapratyātmāryajñānādhigamaṃ nirvāṇam iti vadāmi

８ 67 段（Nj. 173.3-5）: lokāyatiko ... na sevitavyo na bhaktavyo na paryupāsitavyo

９ 24 段（Nj. 79.8）: tīrthakaradṛṣṭivinivṛttyarthaṃ

10 翻訳は中村［1984］に従う。なお、PTS では ekaṃ hi saccaṃ na dutīyam atthi, yasmiṃ pajāno vivade pajānaṃ とあるが、後半部
について、中村は「yasmiṃ （=sacce） pajā no vivade pajānaṃ （=pajānanto）と切って読む」としており、それに従う。
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11 duve vivādassa phalāni brūmi, etam po disvā na vivādiyetha khemābhipassaṃ avivādabhūmiṃ.

12 経では、外教徒が釈尊に帰依する際にこの規定が釈尊によって述べられる。外教徒は、ならば私は 4 ヶ月と言わず 4 年の
間、別住しましょうと言うことになっている（Majjhimanikāya 75 経等）。佐々木［1999: 82-83］。

13 『七箇條起請文』『昭和新修　法然上人全集』石井教道編、平楽寺書店、1955、787。Cf.『歎異抄』第十二章（『歎異抄新註』
多屋頼俊、法蔵館、1939）

14 了義とは言葉通りに受け取ってよい教え。未了義とは、言葉通りに受け取ってはならない教え。
15 筆者はあくまでも基本的コンセプトのみを借用し、換骨奪胎して多文化共生の思想基盤を探求しようとするものである。

「棲み分け理論」に対しては生物学の観点からは以下のような批判があるようである。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/% E4% BB% 8A% E8% A5% BF% E9% 8C% A6% E5% 8F% B8（wikipedia、2014 年 10 月 25

日アクセス）
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資料：『楞伽経』70段（重偈を除く）和訳 1

［70］

　さて、実に、大慧菩薩摩訶薩は、さらに世尊に以下のように言った。世尊よ、涅槃、涅槃と言われるが、これは

何の異名なのですか－すなわち、一切の外道によって想定（分別）される涅槃というものは。

　世尊は言った。それでは実に、大慧よ、よく聞き、しっかり考えなさい。私はあなたに説こう。外道たちは涅槃

を想定するが、しかし、彼らの想定に対応する涅槃はない。

　分かりました。世尊よ、と、大慧菩薩摩訶薩は世尊に聴従した。

　世尊は彼に以下のように言った。

　（1）大慧よ、まず、ある外道たちは、「蘊・界・処が滅し、対象への貪欲を離れ、常と性質を異にする 2 ことを

見ることから、心・心所の集まりが起こらない。質料因（upādāna ≒取〔蘊〕）が停止することによって灯火・種

子・火〔が滅する〕ように、過去・現在・未来の対象を想起しないことによって、分別が起こらないことがある」

と説明する。それゆえ、彼らにはそこにおいて涅槃であるという知覚がある。しかし、大慧よ、滅の見解によって

は般涅槃しないのである。

　（2）さらに、他の者たちは、「別の場所の地点にゆくことが解脱 3 である。対象への分別が停止したなどの場合

に。風〔が止むように〕」と説明する 4。

　（3）さらに、他の外道たちは、「知と知られるもの 5 という見解が滅することにより解脱がある」と説明する。

　（4）他の者たちは、「常・無常を見ることによって｛分別が起こらないことにより｝6、解脱がある」と想定す

る 7。

　（5）さらに、他の者たちは 8、「様々な特質への分別 9 は苦の生起をもたらすもの 10 である」と考えて 11、〔一切

は〕自分の心によって見られたものに過ぎない（自心現量≒唯心）ことに対して巧みではなく、特質への恐怖に

１ テキスト：T 写本 50a3-51a4.; Nj.182.7-185.16, Tib （D 258b6-D No.107） 羽田野他［1993: 420-435］；註釈：智金剛（Jg）, D 
213b1-217b2, 智吉祥賢 （Jś）, D 210a5-218a1. 

 翻訳：Suzuki ［1932（1999）: 157-160］、安井［1976: 165-168］、菅沼［1981: 64-73］。
２ 南条本は -vaidharmā- であり、チベット訳には -vaidharmya- とあると注記があるが、その読みは T 写本によっても裏付けら

れるので、それを採る。常（nitya）と性質を異にする（vaidharmya）とは、無常（anitya）であるということ。菅沼訳もチ
ベット訳に従い同様に理解している。

３ 本段は外教の涅槃（nirvāṇa）観を批判する箇所であるが、（2）～（4）では、「解脱」（mokṣa）とある。
４ 智吉祥賢は、太陽の真ん中で解脱に赴くなどという考えだという。
５ buddhiboddhavya: 智金剛は、主観と客観（能取と所取）のことという。これが滅するのは大乗の涅槃として適切のように見

えるが、彼は続けて、「そのような（能取・所取の）顕現がないから、常なるアートマンが解脱するのだと主張する」とい
う。注釈者たちは、ここに列挙される外教の涅槃観の根底に、たいてい、アートマンの見解を看取している。ただ、経自体
でそのことが明記されるのは（7）においてのみである。これについては中村［1950: 227ff.］。

６ vikalpasya apravṛtter: 宋訳にはこの語はないことから、菅沼訳は、これは「もともと存しなかったと推定される」という。
７ 智吉祥賢は、〔個体〕相続の流れに住している識をアートマンであると増益（過剰に存在肯定）して云々という。アートマ

ンを認めた上での見解であるから否定される。智金剛も、「我（*ātman）などあるものは常であり、他の（それ以外の）色
（いろかたち）などは無常であると見る」ことで、ヴェーダーンタのことという。

８ 智吉祥賢は、rig sngags 'dzin pa'i mthar smra ba rnams（*vidyādharāntavādin たち）のことという。
９ 智吉祥賢は想（表象、*saṃjñā）のことという。
10 南条本には -vāhaka とあり異読がないが、T 写本には -āvāhaka とあり、この語は Nj. 197.2 にも見られる（チベット訳は

'thob par byed pa）。T 写本に基づき修正する。
11 南条本には iti とのみあり異読がないが、T 写本には iti kṛtvā とある。T 写本に基づき修正する。
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よって恐れ、無特質 12 を見ることによって、安楽を願うという特質において 13、涅槃であるという知

comprehension がある。

　（6）さらに、他の者たちは、内外の一切法の自相・共相（個別相・普遍相）を覚ることにより、滅しないものと

して過去・未来・現在の存在が有ることにより、涅槃を想定する。

　（7）さらに、他の者たちは、アートマン・有情・有命・養育者・プルシャ・プドガラ 14 と一切法が滅しないこ

とにより、涅槃を想定する。

　（8）さらに、大慧よ、愚かな知を持つ他の外教徒たちは、プラクリティ（物質原理）とプルシャ（精神原理）の

区別を見ることにより、そしてグナ 15 は転変の作者であること〔を見ること〕により、涅槃を想定する。

　（9）他の者たちは、福・非福が完全に尽きることにより〔涅槃を想定する〕。

　（10）他の者たちは、煩悩が尽きることにより、そして、智により、と 16。

　（11）他の者たちは、自在神が世界の自立した作者であることを見ることにより、涅槃を想定する。

　（12）他の者たちは、この世間の生起は相互依存によるのであり、原因によってではない〔と考える〕。しかし、

それは原因への執着に他ならない 17。しかし、彼らは愚かであるから〔それを〕覚らない。それを覚らないから、

涅槃を分別する。

　（13）さらに、大慧よ、他の外道たち 18 は、諦・道 19 を理解することにより、涅槃を想定する。

　（14）他の者たちは、属性と属性を持つもの 20 を覚る 21 ことから、同一・別異・両方・いずれでもないというこ

12 南条本は nimitta-（相）でチベット訳もそれを支持する。しかし、諸漢訳は「無相」で、*animitta- を支持する。南条本のま
までも前の句には nimittabhayabhītā とあるので、それをつなげて nimittabhayabhītānimitta- とすれば、漢訳に一致する。ただ
し羽田野他によれば諸写本には nimittabhayabhītāḥ nimitta- と、語末に「ḥ」がある模様。しかし、直前には「特質（相）の
恐れによって恐れる」といっているのであるから、文脈的にいってもその後には「無特質（無相 animitta）を見る」という
のが期待される。

 なお、智吉祥賢は、「相（nimitta）」を「想念（想）の特質（相）」（*saṃjñānimitta）のことといい、「“想念は腫れであり、想
念は痛みである”と考えて、そのような想念がない者となる」という。

13 南条本は -nimitto とあり、チベット訳によれば -nimitte であるとの注記があるが、その読みは T 写本によっても指示される
ので修正する。菅沼、高崎もチベット訳に基づき同様に理解している。全体としては、特質を恐れて無特質を見るという
が、それ自身も安楽を求めるという「特質」であるという意味であろうか。

 智吉祥賢は、「安楽を求めることがあるところ、そこには別の生存（≒輪廻）の拠り所がある。〔それが〕どうして涅槃であ
ろうか（gang na bde ba'i kun du tshor ba yod pa de na skye ba gzhan gyi gnas te/ ji ltar mya ngan las 'das pa yin）」ということだという。

14 アートマン（我）の同義語。
15 サットヴァ・ラジャス・タマスの「三徳」のこと。
16 これも仏教側の、少なくとも声聞の涅槃観として一見妥当のように思われるが、智吉祥賢は、「智慧による考察なしに」「智

によって貪欲などの煩悩がなくなっても、我に執着しているのであるから」解脱ではないのだという。
17 南 条 本 に よ れ ば anye anyonyapravṛtto 'yaṃ sambhavo jagata iti na kāraṇataḥ sa ca kāraṇābhiniveśa eva na cāvabudhyante mohāt 

tadanavabodhān nirvāṇaṃ kalpayanti とある。しかし、T 写本とチベット訳（<<>> 部分はチベット訳による補い）によれば、
anye anyonyapravṛtto <'>yaṃ sambhavo jagata | na kāraṇataḥ <<iti>> sa ca kāraṇābhiniveśa eva na cāvabudhyante mohāt 

tadanavabodhān nirvāṇaṃ kalpayanti とある。すなわち、jagata のあとに iti はなく、またチベット訳によれば、kāraṇataḥ の後
に iti が来ている。南条本に従った従来の訳は、この一文はすべて外教徒の涅槃観であると理解してきたのであるが、T 写
本とチベット訳に基づけば、sa ca 以下は仏による外教徒の涅槃観に対する批判であると読解しうる。

18 智吉祥賢はニヤーヤ学派のことという。
19 satyamārga: 智金剛は、この複合語に対して二通りの解釈を示す。第一は、「諦と道」で、四諦と、それを理解するための道

（八聖道）のこと。これだと仏教内部の説となる。第二は、「諦の道」で、ニヤーヤ学派の説く十六句義（padārtha、カテゴ
リー）。それを理解することにより涅槃があるというのが、この或る者の説。

20 註釈によればヴァイシェーシカ（勝論）説。それによれば「実」（dravya 実体、属性を持つもの guṇin）として 9 個を、「徳」
（guṇa 属性＝功徳）として 24 個を立てる。

21 南条本や漢訳（「和合」）は abhisaṃbaddhād で異読がないが、チベット訳は *abhisaṃbuddhād（覚ることにより）としている。
智吉祥賢によれば、「我（アートマン）にとっての 9 つの属性（＝ buddhi, sukha, duḥkha, icchā, dveṣa, prayatna, dharma, 

adharma, saṃskāra の 9 つ）を根本から断てば、属性を持つ我（アートマン）は解脱する（bdag gi yon tan dgu rtsa ba nas bcad 

na/ yon tan can gyi bdag thar pa'o）」という。我が属性を離れて独立することがヴァイシェーシカにとっての解脱であるので、
チベット訳にもとづいて「abhisaṃbuddhād」とし、属性と属性を持つものをはっきり知る（覚る）ととるのがよかろう。
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とを見ることから、涅槃であるという知がある。

　（15）他の者たち 22 は、自性から起こったもの、つまり、孔雀の〔羽の〕多様性・様々な宝庫・鋭いとげのよう

な諸存在の自性を見て、涅槃を想定する。

　（16）さらに、大慧よ、他の者たちは、二十五諦を覚ることによって。

　（17）他の者たちは、生き物の守護者 23 が六徳 24 の教えを保持することから、涅槃を想定する。

　（18）他の者たちは、時間が作者であることを見ることにより、世間の生起は時間によっているので、それを覚

ることから、涅槃を想定する。

　（19）さらに、他の者たちは存在によって。

　（20）他の者たちは非存在によって 25。

　（21）他の者たちは存在・非存在を遍く知ることによって。

　（22）他の者たちは、存在（≒輪廻）と涅槃の無区別を見ることによって、涅槃を想定する。

　さらに 26、大慧よ、一切智者の獅子吼を咆哮する他の者たちは、〔すべては〕自らの心が現わし出したものに過

ぎないということ（自心現量）を理解することにより、外〔界の対象〕の有無に執着しないことにより、四句〔分

別〕を離れた如実な場所を見ることにより、自らの心の現わしだしたものである分別が〔有と無の〕2 つの極端に

陥らないことにより、所取（客観）と能取（主観）を認識取得しないことにより、真実には一切の認識根拠

（pramāṇa）が働かないことを見ることにより 27、─愚昧であることから真実を把握しないことがあるのだが─それ

を排除することにより、

　各自個別〔に理解されるべき〕聖法を証得することにより、二無我を覚ることにより、二つの煩悩が止滅するこ

とにより、二つの障碍が浄化されたことにより、地（修行の階梯）を上に上に行き如来地にて、幻などの影像を持

つ三昧 28〔に入り〕心・意・意識が転換したことにより、涅槃を想定する。

　このように、他の思弁者である悪しき外教徒によって説かれた諸のこと、それらは非道理と結びついたものであ

り、智者たちによって斥けられるものである。大慧よ、これらすべての者たちは、〔有と無の〕2 つの極端に陥っ

た個体相続により、涅槃を想定する。大慧よ、このような想定によって、一切の外教徒たちは、涅槃を想定する。

しかし、ここには何も働かず、滅しない。大慧よ、それぞれの外教徒にとっての涅槃、それは、自らの論書に基づ

く考え・知によって考察されており、逸脱しているものである。彼らによって想定されたように、そのようには存

立しない 29。思考の行き来の揺れ動きによっては、どんな〔外教徒〕にとっても涅槃は存在しない。

　大慧よ、汝によって、そして、他の菩薩摩訶薩たちによって、このことが学ばれて後、一切の外教徒の涅槃の見

解は斥けられるべきである。

22 智吉祥賢はローカーヤタ（順世外道）のことという。
23 南条本は prajāpālena とのみあり異読がないが T 写本には prajāpālanena とある。ただ、T 写本は採らない。
24 ṣaḍguṇa。智吉祥賢が名目を列挙しているが、外交政策において王が実践すべき六つの行いのこと。
25 智吉祥賢は、沐浴やホーマ（*homa、護摩）によってという。
26 この一段と次の一段は、高崎が言うように、宋訳では順序が逆であり、宋訳の方が内容上整合的である。Suzuki 英訳も宋訳

と同じ順序で翻訳している。
27 sarvapramāṇāgrahaṇāpravṛttidarśanāt tattvasya: 菅沼訳が指摘するように、この読みは各訳で異なる。ここでは、宋訳では「一

切度量不見所」とあり、agrahaṇa に当たる語がないので、それは本来なかったもので直後に出る agrahaṇaṃ（把握しないこ
と）が竄入したものと見て、削除して訳しておく。チベット訳も tshad ma thams cad kyis de kho na nyid grub par ma mthong ba 

dang で、agrahaṇa に当たる語はない。
28 南条本は māyādiviśvasamādhi で異読がないが、羽田野等によれば māyādibimbasamādhi の写本もありチベット訳にも支持さ

れるというので、それを採る。智吉祥賢は、「幻と影像などのように清浄で世間的な顕現を伴った三昧（rgyu ma dang gzugs 

brnyan la sogs pa bzhin du dag pa 'jig rten pa'i snang ba dang bcas pa'i ting nge 'dzin）」とする。如幻三昧は本経がしばしば強調す
る三昧（『楞伽経』3 段、7 段等を参照）。

29 南条本は tathā na tiṣṭhate で異読がないが、T 写本には na tathāvatiṣṭhate とあり、これを採るべき。



159国際哲学研究４号 2015

梵行・勝義・欲─『釈軌論』第二章の解釈にもとづく
語義解釈・現代語訳例と経節 9, 14, 17-22, 30 訳注─

堀内　俊郎

はじめに

　本稿では、仏教用語の現代語訳という問題に関して、『釈軌論』の中に見られるいくつかの術語を例にとり、考

えてみたい。問題の背景は以下の通りである。仏教理解に際してはもはや伝統的な漢訳語では現代人には通じがた

くなっている。また、そもそもの仏教研究者自身にとっても、自分の言葉で術語を明確に定義して現代語をする作

業なしには議論を組み立てることもできないのではないかという自己反省が出ている段階である 1。さらに、多文

化共生ということからいっても、言葉は思想や哲学の要
かなめ

であり、その意味の明確な提示や理解は、文化や思想背景

を異にする者同士に共通な基盤を作るという点からも必ず必要となってくるものである。特に、今回取り上げる語

の一つである「梵行」は、バラモン教由来の語でありながら仏教側がそれを換骨奪胎して独自の意味を付与したと

いう多文化の交流の観点からも興味深い。以上のような観点から、『釈軌論』第二章を取り上げ、その中からいく

つか重要な語義について現代語訳を提示したい。

　まず、術語の定義や理解は、まずは学派によって異なり、学派でも人物、人物でも文献、文献でも文脈によって

異なるということを押さえておきたい。このような観点から、ある文献を取り上げ、その中から程度の分量のもの

を提示して、その中での文脈・用例に基づいて訳語を検討するという手法が有効であろう。『釈軌論』第二章は阿

含から 103 の経典の一節を取り出し、語義の解釈をする章である 2。また、その 103 の配列は、【経節 1 ～ 8】が仏

法僧の三宝の讃嘆に関する経節であり、他方、【経節 9 ～ 31】は雑染品（汚れに関することがら）に関する経節で

ある。後者の中、特に目を引くものとして、「梵行（brahmacarya）」、「勝義（paramārtha）」、「欲（kāma）」とい

う術語が見いだされた。そこで、この雑染品に関する経節とその解釈のすべてを提示する必要はないものの、【経

節 9, 14, 17 ～ 22, 30】は本稿の論述とも関わるので、資料として訳注も提示する 3。

１）梵行（brahmacarya）
　梵行とは、バラモン教以来用いられる概念である。世親による定義的用例としては『釈軌論』第一章に以下のよ

うにあり、それは『二巻本訳語釈』でもそのまま援用されている。

 「梵行とは涅槃への道である。涅槃は最上主要なものであるという意味で、梵である。「寂静で（śānta）、清涼

となった（śītībhūta）、梵となった（brahmībhūta）」と説かれているから。それ（梵行）によってそれ（梵）を

行わしめる、行かせる、得させる、それが梵行である。それによって酔う（*√mad）から酒（*madya）という

ように 4」

このように定義される梵行であるが、他方では「性交をしないこと」という、仏教以前から見られる別の意味で用

いられることもある 5。それが、「雑染品」を説く一連の経節の冒頭に挙げられる経節の解釈中においてである。

　【経節 9】（資料参照）のなかの「（6）法螺を吹き、（7）沙門ではないのに沙門であると自称し、（8）清らかさへ

の行いをする者（梵行者）ではないのに清らかさへの行いをする者（梵行者）であると自称する彼は」という経句

に対し、世親は、

 「それ（＝（6））はまた、2 種類の原因によってである。すなわち、（i）悪を欲することによって第一義的な

論文
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（勝義の）沙門性を自称するので（＝（7））。あるいは、（ii）性交（*maithuna）を断っていることを自称する

ので（＝（8））。」

という。経句との対応は徳慧注に基づくが、以上によれば、梵行＝性交をしないことの意となる。

　また、【経節 14】（資料参照）でも、五蓋（心にとっての 5 つの覆い）を説く中で梵行が言及される。そこでは、

「（1）貪欲蓋」は戒の障害でありそれによって「梵行」から逸脱すると説かれている。『倶舎論』「随眠品」59 偈で

も五蓋が説かれ、いくつかの解釈が施されるが、その中の「異説」に対する注釈で、欲貪と瞋恚に関して、乞食に

赴いた〔行者〕が快・不快の様相を持つ対象の特徴を捉えてとどまるとき、欲貪あるいは瞋恚がある、という解釈

が世親によってなされている 6。称友の注釈は、「女性（strī）のいろかたちである、あるいは女性の声であると捉

えることである」とする 7。ここからすれば、「欲貪」は女性（異性）への貪りという観点から解釈されている。

また、そもそも「欲貪（kāmarāga）」とは欲界における貪り（rāga）のことであるが、たとえば、『法蘊足論』では

「*rāga（貪欲）とは諸の欲望の対象（欲）に対して欲楽、欣喜を起こすことである」8 とされ、また、【経節 17】の

［解釈 III］では、欲望の対象とは要するに食欲と性欲だとされている 9。以上のことからすれば、ここで「梵行」

とは、八聖道の方ではなく性交をしないことの意であろう。

　さて、梵行に以上の 2 つの意味があることは、経験的に、もしくは帰納的に、これまで理解されてきたとおりで

ある。村上・及川［1999］s.v., brahmacariya は、「元来はバラモン青少年が師の家に住んでヴェーダを学習する禁欲

の徒弟生活を意味したが、仏教では出家修行者の宗教生活、純潔行、童貞行、性交を離れた生活…」としており、

また、『岩波仏教辞典　第 2 版』s.v., 「梵行」は、「<* 梵 >（brahman）は節制・禁欲を意味し、<* 行 >（caryā）は

振舞・行為をさす。清らかな行い。すなわち出家者が戒律を守って禁欲の生活を送ること。特にあらゆる性的な行

為を慎むこと。…転じて、仏教の修行生活そのものも指す」という。他方、世親・徳慧が演繹的、定義的に、この

梵行の 2 つの意味について定義していることが、【経節 58】への注釈に見られる。以下は戒律制定の 10 の利点を

説く経文のなかの第 10 句と、世親によるそれへの解釈である。

 「『（10-a）清らかさへの行い（梵行）を促進するためと、（10-b）清らかさへの行い（梵行）を長くとどまらせ

るためである。つまり、（10-c）私（＝ブッダ）の清らかさへの行い（梵行）は長くとどまれかし 10』とは、

（10-a'）言語慣習的〔な清らかさへの行い（梵行）〕と（10-b'）第一義的な（勝義的な）清らかさへの行い（梵

行）に従事することであり、（10-c'）出家〔の相承〕と証得の相承という 2 つである 11）12」

徳慧は、まず、「『言語慣習的（*sāṃketika ≒世俗的）な梵行』とは、性交の習慣 13 から退く（～をしない）ことで

ある。『言語慣習的』とは、言語習慣的（*vyavahārika）という意味である 14」という。また、勝義的な梵行につい

ては、八支聖道のことであると明示する。

　ただ、『釈軌論』の範囲内での「梵行」の主要な意味は、八聖道である。

【経節 80】15

 「（8）清らかさへの行い（梵行）を促進するために（*brahmacaryānugrahāya）」とは、身体を維持し、身体の力

と身体の汚れがない 16 というそれらに依って、聖道を完成するためである。なぜなら、「清らかさへの行い

（梵行）とは何かというと、八聖道である 17」と、他の諸経典に出ているから。

【経節 96】

 「（2）清らかさへの行い（梵行）にとっての苦難 18」とは、獲得や尊敬のいずれかを貪れば、聖者にとっての

涅槃への八支の道（八支聖道）を望まない。つまりそれが、世尊によって「清らかさへの行い（梵行）にとっ

ての苦難」であると説かれた 19。

まとめ：さて、以上の範囲から、「梵行」の意味についてまとめたい。『釈軌論』では、言語慣習的な梵行と、勝義

的な梵行があるとされる。それぞれ、性交しないこと、八支聖道を意味する。文脈によってどちらの意味か明示す

る必要があろう。その際、「梵行」と漢訳語で済ませるのではなく、あえて現代語訳を試みるとすれば、両方の意

味を押えた訳語が好ましいか。従来の「清らかな行い」も妥当であるが、『釈軌論』第一章で、「梵行」とは「梵」

への行い、「梵」へ行かせるものであり、その際、「梵」は涅槃であり静寂、清涼と並列される語とされているとい

う複合語解釈を考慮すれば、「清らかさへの行い（deed for purity）」くらいか。むろん、清らかさといっても性的な

貞潔であり、煩悩の清らかさという意味であることに留意する必要はあるが。
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２）勝義（paramārtha）の 3 つの意味
　次に、１）にも出ていた勝義という語について検討してみたい。この複合語 parama-artha に対する 3 通りの解

釈は、周知のように、『中辺分別論』III.11ab とその注釈に見られる 20。

１. artha：最高の〔智の〕対象（G.Tatpuruṣa）＝無分別智の対象＝真如

２. prāpti：最高の目的（Karmadhāraya）＝涅槃

３. pratipatti：最高の目的を持つもの（Bahuvrīhi）＝道

他方、『釈軌論』におけるこの複合語解釈であるが、まず、これもすでに指摘されているように、1 の意味で、第

四章に、

 「勝（*parama）とは出世間智であり、その義（対象、artha）であるから勝義（*paramārtha）である。その両者

（業と異熟）の自相はその対象ではない。その対象は離言という（言語表現されえないという）共相

（*nirabhilāpya/anabhilāpya-sāmānyalakṣaṇa）であるから 21」

とあり、また、『釈軌論』第三章でも同じ定義が説かれる。

 「出世間の智が『勝』である。その対象（義）であるから、『勝義』である。その対象境界（*viṣaya）である

ところのものである 22」

他方、先の【経節 58】の「勝義的な梵行」は、八支聖道の目的が涅槃であることを勘案すれば、3 に相当するか。

あるいは、その 3 つに収まらないであろうか。たとえば、先の【経節 9】の「勝義の沙門性」は、無漏の道のこと

であり、徳慧によれば八聖道のことで、それを具えれば沙門になるというものである。ならば、「本当の意味での

沙門性」くらいか。また、【経節 30】（資料参照）では、「勝義的な〔無常〕」という語すら見られる。そこでは、

「刹那無常」が、「相続無常」と「変化無常」の根底となっているという理由で、「勝義的」と言われている。

まとめ：勝義の意味としては、上の 3 つの意味も視野にいれつつ、語感も生かせば、勝義＝「第一義 ultimate」、勝

義的な＝「第一義的な」くらいであろうか 23。

3）欲（kāma）の 2 つの意味
　漢訳で「欲」と訳される kāma についても、欲望の対象を意味する場合と欲望そのものを意味する場合の 2 つが

あることが知られており、パーリでも、vatthukāma と kilesakāma という分類がなされる 24。漢訳は、たとえば玄奘

訳では「事欲」と「煩悩欲」である 25。事物（客観）としての「欲」すなわち欲望の対象と、煩悩（主観）として

の「欲」すなわち欲望そのものということである。

　これに関して、世親は【経節 18】に対して、興味深い経文解釈をしている。

 「（1）欲望（*kāma）を原因として、（2）欲望（*kāma）を起因として、＜（3）欲望の対象（*kāma）を主題

として、（4）諸の欲望の対象（*kāma）こそを原因として」

というのが、その経文の一節であり、人々が争う理由を説いた経句である。

　4 句に共通する、想定される原語は kāma 一語である。それに対して世親は、先述の「煩悩欲」と「事欲」とい

う 2 つの枠組みを用い、それをさらに、得られたものと得られていないものという 2 つに分け、次のように解釈す

る。「（1）得られていない対象に対する欲求（意欲、*chanda）を原因として、（2）得られた対象に対する貪欲

（*rāga）を起因として、（3）得られていない欲望の対象（「事欲」、事物としての欲）を主題として、（4）得られた

諸の欲望の対象（「事欲」）のために」と。ここでまず、世親が kāma を 2 つに分けている以上、kāma を「欲」と

訳していたのでは不都合があることが分かると共に、世親の経文解釈としては、単なる繰り返しと思われるような

経句の一語一句に意味や意義を見いだして解釈していることが興味深い。世親によれば、上の経句は、「どんな原

因によって、なんのために争うのか」ということを説いたのである。

　なお、kāma は、【経節 17（資料参照），85】では、徳慧も援用すれば、後者の意味。ほか、たとえば【経節 68，

80】では定義がない。さらには、kāma は三界のうちの「欲界」を意味することもある。

【経節 85】（冒頭部）

 「生じてしまった欲望の対象への思いめぐらし 26 を、（1）受け入れず、（2）断ち、（3）除去し、（4）終滅させ

る 27」
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とは、経典の一節である。

【経節 68】（［解釈 V］中）：「自己は帰依所ではない。諸の欲望の対象（欲）28 に依存している〔から 29〕

【経節 87】（冒頭部）

 「彼は、諸の欲（*kāma）を（1）厭離するために、（2）離貪するために、（3）止滅するために、行じてい

る 30」

　［解釈 I］

　「諸の欲を」とは、欲界（*kāmadhātu）を。「諸の色を」とは、色界を、である。

まとめ：kāma に対する伝統的な漢訳は「欲」であるが、「欲望の対象 object of desire」と、「欲望 desire」と、文

脈に応じて訳し分ける必要がある。ただし、それを阿含の経文そのものにどこまで適用できるかは別の問題である

が。

　なお、この kāma の場合も、先の「梵行」の場合と同じく、バラモン教由来の語（釈尊にとっては世間一般の用

法）が仏教的に転化されていると見ることができるのではないか。周知の如く、『ウダーナヴァルガ』には、「世間

における種々のものが kāmā（pl.）なのではない。kāma（sg.）は、人間の思いと貪欲なのである」という言葉が

ある 31。これは、世間一般の用法では諸の欲望の対象が kāma である
4 4 4

が、より根本的（勝義的！）には、欲望その

ものこそが kāma なのであると、先の「煩悩欲」と「事欲」の対比を踏まえた上で理解することができよう。その

両語の由来について今は検討する余裕がないが、たとえば、先に挙げた『瑜伽論』「思所成地」では、「事欲」を断

ずるとは、仏教に対する信仰を得て、在家は苦しみであると見て出家はしたものの、未だ欲貪（*kāmarāga、欲界

における貪欲）を永く離れていないこと。他方、「煩悩欲」を断ずるとは、その上の段階で、欲貪を余すところ無

く断ずるために修行し、それを断ずることとされる 32。それをも踏まえれば、先の『ウダーナヴァルガ』では、世

間一般の kāma の用法を転化し、換骨奪胎し、煩悩そのものの断滅という仏教の教説に引き寄せているのであり、

また、その経句は勝義と世俗という解釈の枠組みでも捉えることができよう。

４）仏教的世界観を前提にしなければ訳せない語
　たとえば、【経節 21】（資料参照）の福行、善行、妙行の解釈は、三界説を前提としたものであり、その中の「福

業」や「不動業」という語を単純に現代語に置き換えても仕方がなく、特有の世界観を提示するしかない。それに

は、ある程度の分量の訳注を提示し、思想体系の中での用語理解を求めるしかなかろう。

５）定義的用例があっても、比喩的に解釈すべきであって、定義的用例ではないもの
　たとえば【経節 22】（資料参照）では、「人の欲望の対象こそが海なのである」とされているが、これはあくま

で比喩的用例であり、定義的用例ではない。これも、先の brahmacarya、kāma と同じく、「海」という身近な話

題に言寄せて、世間一般の用法を踏まえつつそれを転化して、煩悩の滅尽という主題に巧みに導くという用例とい

えよう。

おわりに

　以上、本稿では、世親が阿含の経句の語義解釈をなす『釈軌論』第二章のうち、「雑染」というまとまったテー

マの経文を列挙し解釈する【経節 9 ～ 31】の中から、「梵行」、「勝義」、「欲」という 3 語を取り上げ、語義の検討

と現代語訳を試みた。その範囲内で着目された語句であったからというのがその理由であるが、結果的に見れば、

梵行、欲には二義があり、その二義は、はからずも、勝義と世俗という枠組みで解釈しうるというように、連関し

て捉えられるものであった。とともにまた、本稿では、現代語訳の注意点として、世界観の提示なしには単なる現

代語訳を提示しても意味理解に資さない箇所と、解釈者の取捨選択の視点が必要となるような「定義的用例」もあ

ることを指摘した。



163国際哲学研究４号 2015

略号

Sūśa（『百節経』）: Vyākhyāyukti-sūtrakhaṇḍaśata (rNam par bshad pa'i rigs pa'i mdo sde'i dum bu brgya) D No.4060 (Zi), P No.5561(Si).

SWTF, Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden. 1993-.

VyY: Vasubandhu, Vyākhyāyukti. D No.4061 (Zi), P No.5562 (Si), Cf. Lee［2001］．
VyYT: Guṇamati, Vyākhyāyukti-ṭīkā. D No.4069 (Si), P No.5570 (I).

Lee, Jong Choel ［2001］　The Tibetan Text of the Vyākhyāyukti of Vasubandhu Bibliotheca Indologica et Buddhologica 8, Tokyo: The Sankibo 

Press.

（その他の略号、文献については堀内［2009］を参照。）

参考文献

上野牧生［2010］「『釈軌論』における阿含経典の語義解釈法」『印度哲学仏教学』25, （71）-（84）．
上野牧生［2012a］「『釈軌論』における阿含経典の語義解釈法（2）」『佛教學セミナー』95, （1）-（50）．
上野牧生［2012b］「ヴァスバンドゥの経典解釈法（2）─要義（piṇḍārtha）─」『佛教學セミナー』96, （1）-（35）．
榎本文雄・河崎豊・名和隆乾・畑昌利・古川洋平［2014］『ブッダゴーサの著作に至るパーリ文献の五位七十五法対応語』山喜

房佛書林。
幸田玄達［1967］「梵行について」『印度学仏教学研究』31, 188-191.
斎藤明［1999］「バーヴィヴェーカの勝義解釈とその思想史的背景」『論集』9 号、66-81.
斎藤明・高橋晃一・堀内俊郎・松田訓典・一色大悟・岸清香［2011］『『倶舎論』を中心とした五位七十五法の定義的用例集―仏

教用語の用例集（バウッダコーシャ）および現代基準訳語集 1』山喜房佛書林。
阪本（後藤）純子「Pāli thīna-middha-「涽沈・睡眠」，Amg. thīṇagiddhi-/thīṇaddhi- と Vedic mardh/mṛdh」『印度学仏教学研究』108, 

（212）-（218）．
櫻部建［1997］「初期仏典にあらわれる『行』の語について」『増補　佛教語の研究』文栄堂。
中村元［1992］『ゴータマ・ブッダ　I』中村元選集［決定版］第 11 巻、春秋社。
早島理［1988］「無常と刹那―瑜伽行唯識学派を中心に」『南都仏教』59, （1）-（48）．
平川彰［1966（1991）］「有刹那と刹那滅」『平川彰著作集　第 2 巻』再録、春秋社。

註

１ 斎藤他［2011］、榎本他［2014］、斎藤他［2014］。
２ その阿含の経節を前後も含めて提示し、さらに、世親がその経節を解釈する際に一部だけ引用した別の経節についてもその

前後を提示した（例は【経節 9】を参照）のが『百節経』であるが、この文献の性格については上野［2012b］が、初めて
適切な解釈を提示した。

３ 筆者は平成二二年度から二四年度、科学研究費（若手研究（B））の助成を受け、『釈軌論』第二章の訳注研究に従事した。
このような訳注は索引も付して全訳を提示することが望ましいのだが、本稿ではその成果報告の義務の一端も果たすべく、
部分訳という形で提示したい。

４ 『釈軌論』第一章（山口［1973: 159］、AKBh, 371.2-3、本庄［1989: 45］、石川［1993: 54］、Lee［2001: 2］、本庄［2014:
［6055］］）: tshangs par spyod pa ni mnya ngan las 'das pa'i lam yin no// mya ngan las 'das pa ni mchog tu gtso bo yin pa'i don gyis 

tshangs pa yin te/ zhi ba dang bsil bar gyur pa dang tshangs par gyur pa zhes gsungs pa'i phyir ro// der gang gis spyod par byed ba dang/ 

'gro bar byed pa dang/ thob par byed pa de ni tshangs par spyod pa yin te/ 'dis myos par 'gyur bas chang zhes bya ba bzhin no//

５ 梵行については、たとえば幸田［1967］が、ウパニシャッドやニカーヤにおける用例を多く拾っている。櫻部［1997: 11］
は、初期仏典の範囲内において、「『梵行』は仏教の実践行をあらわす代表的な用語であるが、同じその語が特に『淫事を行
わぬこと amethuna』の意で古くから用いられてもいる」といい、さらに「頻出度としては前者が遙かにまさる」と指摘し
ている。

６ AKBh, 318.12-13.
７ AKVy, 497.28-29.
８ 大正 26, 497a21-24：云何貪欲。謂於諸欲境。起欲樂欣喜。
９ このような観察はショーペンハウアーにも見られる（『自殺について』「現存在の虚無性に関する教説によせる補遺」岩波文

庫、斎藤信治訳、1952、36）。彼はその食欲と性欲の 2 つを、動物と人間の世界に複雑で休みない運動を引き起こす「ばね
仕掛け」であるという。さらに「退屈」がそれに少しばかり手伝いをしているともいうが。

10 Cf. Mvy, 8356: brahmacaryaṃ ca me cirasthitikaṃ bhaviṣyati

11 VyYT: rab tu byung ba brgyud pa dang/ rtogs （P:rtog） pa brgyud pas so//
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 この箇所の読解に関して、苫米地等流博士にご教示いただいた。当初筆者は迂闊にも（a）～（c）の対応自体も見逃してい
たのであるが、それをご指摘いただき、さらに、brgyud pa は種族ではなく永続を意味し（cirasthitikaṃ の解釈であるので）、
rab tu byung ba は出家者ではなく出家行為を意味し、またこれが世俗の梵行に対応し、rtog pa は rtogs pa を取るべきで証得
を意味し、「勝義の梵行」に対応するのではということであった。博士のご指摘に謝意を表しつつ全面的に従うと共に、た
とえば、『倶舎論』では法は āgama（聖教）と adhigama（証得≒悟り）を本性とするという記述が想起された（AKBh, 459.9 

（AKK, VII.39ab）: saddharmo dvividhaḥ śāstuḥ āgamādhigamātmakaḥ//（（教主（釈尊）の正法は、聖教と証得を本性とする 2 種
類である）なお、これは【経節 68】に対する［解釈 II］でも関説される）。出家行為（ゆえにこれは出家、僧団でもよいと
思うが）と証得が相承されるとは、教団と、教団が伝える仏法が相承されるということであり、この文脈にもふさわしいと
思われる。

12 (10) tshangs par spyod pa rjes su gzung (P:bzung) ba'i phyir dang/ tshangs par spyod pa yun ring du gnas par bya ba'i phyir te/ nga'i 

tshangs par spyod pa yun ring du gnas par 'gyur ba ni tshangs par spyod pa brda can dang don dam pa'i rjes su 'jug pa ste/ rab tu byung ba 

dang rtogs (D:rtog) pa (Cf. VyY PD:par) brgyud pa gnyis so

13 *maithunadharma.「淫欲法」と訳されることが多いが、村上・及川［2009］s.v., methunadhamma のように、「性交の法（習慣、
ならい）」と、「法」の意味を明確にするのがよかろう。

14 de la tshangs par spyod pa brda can ni 'khrig pa'i chos las ldog pa'o// brda can ni tha snyad can zhes bya ba'i tha tshig ste/

15 善男子ナンダ（難陀）が食事において〔適〕量を知っていることに関して。出典は上野［2012b］を参照。
16 徳慧によれば、食物を欲するという苦しみを退けるため、ということ。
17 たとえば、『雑阿含』796 経、SN, 45.39-40 (V.26): katamañ ca kho bhikkhave brahmacariyaṃ/ ayam eva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo/

18 『中阿含』191 経（「大空経」）、MN, 122. Mahāsuññatāsutta (III.117): (2) upadduto brahmacārī brahmacārūpaddavena

19 tshangs par spyod pa'i 'dam ni rnyed pa dang bkur sti gang la chags na 'phags pa'i mya ngan las 'das pa'i lam yan lag brgyad par mi 'dod 

pa ste/ ...

20 斎藤［1999］が簡潔にまとめている。
21 松田［1985］、堀内［2009: 331］
22 山口［1993］、松田［1985］、堀内［2009: 141.n.95］、Lee［2001: 192］: brjod pa ni kun rdzob yin pas des khong du chud par bya 

ba'i bden pa ni kun rdzob kyi bden pa yin te/ gang la brjod par 'jug pa ste/ ... 'jig rten las 'das pa'i ye shes dam pa yin no// de'i don yin pas 

don dam pa ste/ de'i yul gang yin pa'o//

23 PTSD, the highest good, ideal; truth in the ultimate sense, philosophical truth.

24 PTSD, s.v., vatthu: Here belongs the defn of kāma as twofold: vatthu-kāma and kilesa-kāma, or desire for realities, objective kāma, and 

desire as property of stained character, i. e. subjective kāma.

25 『瑜伽論』「思所成地」（大正 30.370a20）
26 'dod pa la rnam par rtog pa, *kāmavitarka: 徳慧は、*kāma とは、色・声・香・味・触のことという。5 つの感官の対象。五境の

こと。*kāmavitarka とは、徳慧によれば、「それ（五境）を認識対象とする心を形成すること」。
27 'dod pa la rnam par rtog pa 'byung ba dang du mi len cing/ spong bar byed la/ sel bar byed cing byang bar byed do// gnod sems la rnam 

par rtog pa byung ba dang/ rnam par 'tshe ba (D232b) la rnam par rtog pa 'byung ba dang du (P:dus) mi len cing/ spong bar byed la/ sel 

bar byed cing byang bar byed do

 【対応阿含】
 AN, 4.114, Nāga (II.117.25-28) 漢訳対応なし。Cf. SWTF, s.v., kāmavitarka. なお、【経節 9】で徳慧が引用する経典も参照。
 【関連文献】
 「声聞地」の幾つかの箇所でも用いられている。ŚrBh II, 102.4: (1) nādhivāsayati (2) prajahāti (3) vinodayati (4) vyantīkaroti. また、

SBhV, III.5 は trayaḥ akuśalavitarka として、kāma-v., vyāpāda-v., vihiṃsā-v. を挙げる。
28 徳慧は、「色（いろかたち）などの諸の対象」であるという。「五欲（5 つの欲望の対象）」のことであろう。
29 諸の欲望の対象（欲）に依存している限りは、ほどの意味。
30 'dod pa rnams la yid 'byung (P:byung) bar bya ba'i phyir dang/ 'dod chags dang bral bar bya ba'i phyir dang/ 'gog par 'gyur ba'i phyir 

sgrub pa yin no/

 【対応阿含】
 AN, I.64.12-13 (Saññojana): so kāmānaṃ yeva nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti. 

 『中阿含』21 経「等心経」（大正 1.448c29）：復学厭欲無欲断欲。…（449a14）復学色有断貪断業。
 なお、【経節 20】もこの同じ経典が対応する。
 【関連資料】
 これは一種の定型句であり、saṅkhāra, paccuppanna cakkhu/viññāna の厭離などについても、同じ句が、諸経で用いられてい

る。Cf. SWTF, s.v., nirodha: NidSa, 6.17 etc: nirvide virāgāya nirodhāya.



165国際哲学研究４号 2015

31 Udānavarga (F. Bernhard ed.), II.7.

32 大正 30.370a-b.
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資料：【経節 9, 14, 17-22, 30】
訳注（VyY, Lee［2001: 46ff.］, D45a-, P51b-）

【経節 9】

　雑染品（汚れの側のことがら）に関して、

 「およそ比丘であり、（1）破戒者で、（2）悪の性質を持ち、（3）内側は腐り、（4）漏れ、（5）汚染されており、

（6）螺を吹き、（7）沙門ではないのに沙門であると自称し、清らかさへの行いをする者（梵行者）ではないの

に清らかさへの行いをする者（梵行者）であると自称する彼は 1」

とは、経典の一節である。

　［解釈 I］

　「（1）破戒」とは、根本罪（*maulī āpatti ≒四波羅夷）を犯す 2 ので。「（2）悪の性質を持つ」とは、謙虚さと慎

み深さ（*hrī-apatrāpya、慚・愧）を損なっている 3 ので 4。「（3）内部は腐り」とは、その罪 5 を隠蔽するので。

「（4）漏れ」とは、現起（*samudācāra、現行）を断じないので。「（5）汚染され 6」とは、正法を生じないので。

「（6）螺を吹き 7」とは、驢馬のような振る舞いをする 8 ので。すなわち、『驢馬（*Gardabha）経 9』に説かれてい

るように。

１ dge slong gang (1) tshul khrims 'chal ba/ (2) sdig pa'i chos can/ (3) khong myags pa/ (4) 'dzag pa/ (5) shing rul lta bu/ (6) bong (P:bung) 

bu ltar kun tu (D:du) spyod pa/ (7) dge sbyong ma yin par dge sbyong du khas 'che ba/ (8) tshangs par spyod pa can ma yin par tshangs 

par spyod pa can du (P:tu) khas 'che ba de ni.

 【対応阿含】
 『中阿含』65 経「烏鳥喩経」（大正 1.507b19）（パーリ対応なし）；Cf. 『雑阿含』1174 経「樹経」（大正 2.315a5-7）、SN, 

35.200.12 Dārukkhanda 1 (IV.180f.)

 【関連文献】
 Mvy, 9136-9144 (Mvy(IF), 9073-): (1) duḥśīlaḥ (2) pāpadharmaḥ (3) antarpūtir (4) avasrutaḥ (5) kaśaṃbakajātaḥ (6) 

śaṅkhasvarasamācaraḥ (7) aśramaṇaḥ śramaṇapratijñaḥ (8) abrahmacārī brahmacārīpratijñaḥ.

 Negi, s.v., lung bong ltar spyod pa は Vinayavastu を引くが、そこにはこの一連の句が出ている。「摂事分」（大正 30.819a20-23）、
「摂異門分」下（大正 30.770b10ff., YBh, D 'i 43b5-44a6）では詳細に説明されている。「声聞地」にも似た記述がある（声聞
地研究会［1998: 28-29, 82-83］）。特に後者の文脈は samādānaparibhraṣṭa（〔戒の〕受持を壊すこと）。また、『倶舎論』「業品」
40 偈。『中阿含』122 経（大正 1.611c）にも同趣旨の記述がある。

２ lhag par spyod pa, *ā√pad.

３ chud gson pa, *√naś ≒欠いている。
４ 徳慧は「無慚は悪であるから」という。無慚・無愧（不遜・厚顔無恥）の 2 つは、五位七十五法では「大不善地法」。斎藤

他［2011］。
５ *avadya. 非難されるべきこと。
６ shing rul lta bu: *kaṣ(/ś)aṃbakajāta, Pāli: kasambujāto. Cf. BHSD, s.v., kaśaṃbakajāta. 『瑜伽論』：shing rul gyis brnyogs pa'i chu lta 

bur gyur pa, 「水生蝸螺」。「蝸螺（にな）」とは巻き貝の一種。『瑜伽論』「摂異門分」の説明によれば、汚染された水のこと。
蝸螺（≒破戒）によって汚染された水を飲んでも（≒聴聞しても）渇きを癒すことが出来ない。

７ bong bu ltar kun tu spyod pa, *śaṅkhasvarasamācara: この前半部は、パーリで sankassara（疑わしい）であり、全体では「疑わ
しい行いをする者」。他方、sankha だと貝の意。『雑阿含』は「吹貝之声」、『瑜伽論』は「螺音」。

８ lung bong ltar kun tu spyod pa.

９ 『雑阿含』828 経。世親はここで頌の一節を引くが、徳慧は経の散文部分（前半部）を引く。上野［2012b: (41).n.5］の指摘
するように、『百節経』の偈と徳慧の引用する経文（＜＜＞＞で示した）を合わせれば、『雑阿含』828 経のほぼ全体に相当
する。
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 「＜＜比丘たちよ、たとえば驢馬が牛の群れの背後からついてゆき、“ 私も牛である、私も牛である ” と考えて

も、彼には牛のような容貌はなく、牛のような優れた肌の色（*varṇa）はなく、牛のような声もない。比丘た

ちよ、同様に、ここである愚かな人が比丘の大きなサンガ（僧団）の後からついてゆき、“ 私も比丘である、

私も比丘である ” と考えても、彼は適時に広大なる勝解（*adhimukti、決意）もなく、適時に増上戒学

（adhiśīlaṃ śikṣā, 戒に関する学び）、増上心学（adhicittaṃ-ś., 心に関する学び）、増上慧学（adhiprajñaṃ-ś., 智慧

に関する学び）を学ばない。比丘たちよ、さらにまた、彼の愚かな人は、比丘の大きなサンガの後からついて

いっても、しかし、彼は比丘のサンガからは遠く（≒かけ離れており）、比丘のサンガもまた彼からは遠

い。＞＞

 ＜ひづめは同一〔だが〕角がなく、足が四つで＞声を出す口を持ち、声を出すもので、＜常に牛たちの中に

入ってゆく〔が、〕こ〔の動物＝驢馬〕は、牛の声を出すことができない。

 同様に、ここである者が、専念（*smṛti、念）を確立（*upa√sthā）せず、善く行ける者（*sugata ＝仏陀）の

最上の教えに住せず、怠慢（懈怠）にして尊敬がなければ、かの無為（*asaṃskṛta）という足場（*pada ≒涅

槃 10）に、この者は触れない。

 さらにまた、かの驢馬は牛の中に行っても、それは牛たちからは遠い。さらにまた、そのような者はサンガの

中にいても、聖者たちの諸の集まりからは遠い、と言われる 11 ＞」

という偈頌のように。

　それ（＝（6））はまた、2 種類の原因によってである。すなわち、（i）悪を欲することによって勝義の（第一義

的な）沙門性 12 を自称するので（＝（7））。あるいは、（ii）性交（'khrig pa, *maithuna）を断じていることを自称す

るので（＝（8））13。

　要約すれば、戒を邪
よこしま

に行ずる比丘における、6 つの過失が示された 14。すなわち、（I）実践が邪であるという過

失、（II）思いが邪であるという過失、（III）その罪から離れないという過失、（IV）付随・帰結という過失、（V）

通達能力 15 がないという過失、（VI）生活手段が邪である（邪命）という過失である。

　［解釈 II］

　さらにまた、「（3）内側は腐り」とは、虫の卵〔のような〕耐え難い思いめぐらし 16 が住しているからである。

「（4）漏れ」とは、六根（6 つの感覚器官）という傷を隠さないからである。この同義語（観点）17 によって、6 種

類の邪さが説かれた。すなわち、（I）実践が邪の邪さ、（II）思いの邪さ、（III）とどまりの邪さ、（IV）動きの邪

さ、（V）能力の邪さ、（VI）生活手段の邪さである。

10 『釈軌論』第一章で、*pada に 9 つの意味があると指摘されているが、その一番目に挙げられるのが、涅槃である（上野
［2010: (77)］）。

11 上野［2012b］のいうように『雑阿含』828 経「驢経」（大正 2.212b19-26）が対応。
12 don dam pa'i dge sbyong gi tshul, *paramārtha-śrāmaṇya: AKBh, 369.6ff. （ad.「賢聖品」51a 偈）は、「「無垢の道が沙門性である」。

つまり、無漏の道が沙門性である。実に、それ〔を具えること〕によって沙門となるのである（śrāmaṇyam amalo mārgaḥ 

(VI.51a) anāsravo mārgaḥ śrāmaṇyam/ tena hi śramaṇo bhavati）」といい、また、「凡夫は完全に〔煩悩が〕静まっていないので
勝義の（第一義的な）沙門ではない（anatyantaśamanān na pṛthagjanaḥ paramārthaśramaṇaḥ）」という。徳慧は八〔支〕聖道の
ことという。

13 徳慧は、「（8）非梵行者でありながら梵行者と自称する」という経句に関連づける。
14 経句の（1）～（5）は（I）～（V）に対応し、（6）～（8）が（VI）に対応する。
15 rtogs pa'i skal ba: Cf. rtogs pa'i skal ba can: prativedhanābhavyaḥ. Negi.

16 rtog pa mi bzad pa sbrang rkyang：徳慧は、AN, 11.18 （V.348.17ff）（Cf. MN, 33, Gopālako）、『雑阿含』1249 経（大正 2.342c、
Chung［2008: 205］）に対応する経文を引く。徳慧の引く経文の sbrang rkyag mi sel ba が、パーリでは na āsāṭikaṃ sāṭetā、漢
訳では「不去蟲」に対応。これからすれば、sbrang rkyag は āśāṭikā と推定される（BHSD, s.v., āśāṭikā）。この経典では、欲望
の対象に対する思いめぐらし（*kāmavitarka）を取り除かないことが、虫の卵を取り除かないこととされる。なお、【経節
85】も参照。

17 （III）と（IV）の解釈も異なることになる。
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【経節 14】

 ＜心を汚す＞五蓋（心にとっての 5 つの覆い）は、＜（1）貪欲蓋、（2）瞋恚蓋、（3）昏沈睡眠 18 蓋、（4）掉

挙悪作 19 蓋、（5）疑蓋である 20 ＞

とは、経典の一節である。

　［解釈 I］21

　〔蓋が〕5 つのみという目的は 22、［1］定を行うことに関する障害は 2 つの蓋（＝（1）（2））である。［2］定に

入る障害は 3 つである。なぜなら、［2-1］心が内に入っているので（＝（3））。［2-2］外界に対して動揺する（≒心

動かされる）ので（＝（4））。［2-3］〔定への〕安住 23 における確定が獲得できないので（＝（5））。

　［解釈 II］24

　さらにまた、止と観（止念と観察）25 を行うことに対する障害は 2 つの蓋（＝（1）（2））であり、止に入る〔障

害〕は、萎縮するという過失があるので、止の障害は 1 つである（＝（3））。観に入る〔障害〕は、（i）静まらな

い〔という過失があるので〕、そして、（ii）不確定であるという過失があるので、観の障害は 2 つ（＝（4）（5））

である 26。

　［解釈 III］27

　さらにまた、戒の障害は 2 つ（＝（1）（2））である。なぜなら、貪欲と瞋恚の 2 つによって破戒を引き起こすの

で。定の障害もまた、2 つ（＝（3）（4））である。なぜなら、（i）心が内に萎縮するので。そして、（ii）外界に動

揺するので。慧の障害は 1 つ（＝（5））である。なぜなら、確定を得ることができないので。

　［解釈 IV］

　『聖教』には、

18 気鬱と眠気。後藤（阪本）［2006］、榎本他［2014］。
19 浮つきと後悔。斎藤他［2011］。
20 sgrib pa lnga po sems nye bar nyon mongs par byed pa dag ni (1) 'dod pa la 'dun pa'i sgrib pa dang/ (2) gnod sems dang/ (3) rmugs pa 

dang/ gnyid dang/ (4) 'gyod pa dang/ (5) the tshom gyi sgrib pa'o

 【対応阿含】
 上野［2012b］の指摘するように『雑阿含』707 経「障蓋経」（大正 2.189c15-18）、SN, 46.38 Āvaraṇanīvaraṇa （V.94.17-95.4）.
 五蓋は多くの経典に説かれているが，その中、『雑阿含』704-710（711）経は五蓋を中心的な主題としている。その際、そ

れらの経典では一貫して，五蓋を断じて七覚支（七菩提分）を修すべきことが説かれている。特に、『雑阿含』707 経（SN, 

V.94ff.）では、「煩悩於心（cetaso uppakkilesā）」と，『釈軌論』の「sems nyon mongs par byed pa」に対応する句がある。（た
だし、その直後には『釈軌論』にない句が続いている）。

 【関連文献】
 上野［2012b］の指摘するように『釈軌論』第一章でも言及され（上野［2013：(16)ff.］）、『倶舎論』、AKUP でも引かれる

（本庄［2014：［2022］］）。「摂事分」（大正 30.803c-804a, D 196b3ff.）でも五蓋の解釈がなされているが、［解釈 IV］の『聖教』
には対応しない。ただ、その中の、（2）の「呵諫・驅擯・教誡等に堪えざるが故に（gleng ba dang/ sma dbab pa dang/ rjes su 

bstan pa la sogs pa）」とあるもののみが特徴的な対応点である。他は、止に違背するのが（3）、観に違背するのが（4）など
としている。

21 ＝定（*samādhi、精神統一）の行と入定に関して。
22 徳慧によれば、すべての煩悩も蓋（障碍、妨げ）であるのに 5 つのみという目的は、その 5 つは善法が生じる妨げになるこ

とによってである、ということ。
23 yang dag par sbyor ba, saṃniyojana: AKBh, 340.9, 212-20. 徳慧は、「安住」とは、縮こまった（*saṃkṣipta），散乱した（*vikṣipta）、

沈んだ（*līna）〔心〕などを平等に行ずるのである。その安住における確定を得ることができないので「（5）疑蓋」である、
という。

24 ＝止観に関して。
25 徳慧は、「止」とは「特殊な三昧」に他ならなず、「観」とは「特殊な智慧（*prajñāviśeṣa）」であるという。徳慧による同様

な解釈は【経節 68】でも見られる。
26 なお、『瑜伽論』「摂決択分中菩薩地」（大正 30.727b）では、止の障害が（4）掉挙悪作蓋。観の障害が（3）昏沈睡眠蓋と

（5）疑蓋。両方の障害が（1）貪欲蓋と（2）瞋恚蓋とする。
27 ＝戒定慧に関して。
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 「戒の障害は 1 つ（＝（1））である。なぜなら、清らかさへの行い（梵行）から逸脱するので。教授（*avavāda）

の障害もまた 1 つ（＝（2））である。なぜなら、それにより言葉を受けないので。止 28〔の時〕と挙

（*pragraha）29〔の時〕と捨（*upekṣā）30 の時において、それ〔ら＝止・挙・捨〕を成就する障害は 3 つ（＝

（3）（4）（5））である」

と出ている。

【経節 17】

 「人々にとっての諸の欲望の対象（*kāma, 欲）は、（1）不浄（*aśuci）で、（2）悪臭があり（*durgandha）、（3）

臭気があり（*āmagandha）、（4）意に反する（*pratikūla31）。＜一方、神々にとっての諸の欲望の対象は、はる

かにすぐれ、はるかに卓越している 32 ＞ 33」

とは、経典の一節である。

　［解釈 I］

　性交 34 の基盤 35 である諸の欲望の対象は、「（1）不浄」である。なぜなら身体が汚れてしまうことによって、洗

わなければならないからである。「（2）悪臭」とは、〔身体から〕小便と大便 36 が滴るからである。「（3）臭気」と

は、本性的に肉と血を本性としているから。「（4）意に反する」とは、それぞれの事物（実体）も、吐き気を催す

基盤（skyug bro ba'i gzhi）であるから、また、性交を行う直後に意に反する〔感情〕（*pratikūla）が生じるから。

　そのようであるなら、〔2 つの〕1 句と 2〔句〕によって、諸の欲望の対象の〔臭いとの〕結合〔という過失（＝

（1））〕と、滴り〔という過失（＝（2））〕と、本性的な過失（＝（3）（4））が説かれた。

　これについてさらに、

 「欲望の対象は（I）不浄なものであり、汚れてしまって洗うべきものであり、

 （II）小便、大便の悪臭がし、（III）臭いが悪いのは本性的にであり、

28 徳慧は、止・挙・捨について「声聞地」（大正 30.456a, ŚrBh, 391.10）に言及する。以下ではそれによる説明を挙げる。まず、
「止」とは、特徴なく、無分別で、寂静な心。

29 挙：浄らかな認識対象である特質によって、心を励ますこと。
30 捨：その認識対象に関して心を無関心（平等心）にすること、もしくは、その同じ認識対象において、精励（精進）を増進

することを発さないこと。
31 mi mthun pa.
32 パーリ対応からすれば、*abhikrāntatara, *praṇītatara が想定されようか。前者は abhikrānta の形で SWTF に採録されており、

後者はそのままの形で採録されている。
33 mi dag gi 'dod pa rnams ni (1) mi gtsang ba rnams dang/ (2) dri mi zhim pa rnams dang/ (3) dri nga ba rnams dang/ (4) mi mthun pa 

rnams yin no// lha dag gi 'dod pa rnams ni lhag par ches 'phags pa dang/ ches gya non pa rnams yin no

 【対応阿含】
 『中阿含』153 経「鬚閑提経」（大正 1.671b13-14）。パーリ対応の MN, 75 Māgandiyasutta では神々にとっての欲望の対象につ

いての記述（I.505.24: dibbā kāmā abhikkantatarā ca paṇītatara）のみが対応する。
 他に、『中阿含』71 経「蜱肆経」、『雑阿含』1122 経（大正 2.298aff.）では「欲」ではなく「五欲」として一連の句が出る

（DN, 23、SN, 55.54 Gilāyanam）。
 また、【経節 99】の解釈中でも、同じ経句が見える。
 【関連資料】
 SWTF, s.v., durgandha: SHT (IV) 30 f R5: (asthisaṃ)khalikāṃ (1) aśuciṃ (2) durgandham (sic.) (3) āmagandhāṃ (4) pratikūlāṃ（ただ

し、文脈は違う）
 「摂事分」の解釈は対応せず．「摂異門分」下（大正 30.766c）に同じ経文の解釈があり，『釈軌論』の解釈に近い（又「（1）

不浄」者是其総句．言「（2）臭穢」者受用飮食変壊成故．屎尿不浄変壊所成故名「（3）臭処」．諸肉血等変壊所成故名「（x）
生臭」．「（4）可厭逆」者受用婬欲変壊所成可悪逆故）。

34 'khrig pa, *maithuna. 徳慧は交接（gnyis kyis gnyis sprod pa, *dvayadvayasamāpatti (Mvy)）のことという。
35 基盤：徳慧によれば、いろかたち（色）などの対象であり、衆生の数に入るもの。つまり、身体のこと。
36 Mvy, 4043-4044: gcing, mūtram; phyi sa, gūtham.
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 （IV）意に反するのはそれぞれの事物もである。それゆえ、それらは非難されるべきものである。

 性交を行った直後にも、意に反することが生じるからである」

と説かれる。

　［解釈 II］

　さらにまた、「（1）不浄」は 2 種類である。すなわち（i）膿 37 が不浄であることと、（ii）煩悩が不浄であること

である。すなわち、（i'）〔膿が不浄であることは、〕

 「まさにこの身体は種々の不浄によって満たされていると観察せよ 38」

と説かれているように。

（ii'）煩悩が不浄であることは、すなわち、

 「チュンダよ、不浄にするもの 39」

と出ているように。

　それゆえ、（i）膿が「（1）不浄」であることを示すために、「（2）悪臭」と説かれた。悪臭の特殊なあり方を説

くために、「（3）臭気」と説かれた。「（4）意に反する」は、前〔の解釈〕に同じ。「（1）不浄」と説かれなければ、

膿が不浄であることによる「（2）悪臭」という特徴が説かれなくなってしまうからである。「（2）悪臭」と説かれ

なければ、「（3）臭気」が非難されるものであることが説かれなくなってしまうからである。

　［解釈 III］

　　『聖教』では 40、

 「『（1）不浄』は説示であり、残りは解説である。そのなか、要略すると、欲望の対象は二種類である。すなわ

ち、（i）食物という諸の欲望の対象と（ii）性交という諸の欲望の対象であり、すなわち、『ビンビサーラ経

（*Bimbisārasūtra）』41 に、

 「諸の食物と飲料と、さらには同様に、味と女性は、諸の欲望の対象であると、ここにおいてある者たち

は言う 42。

 ＜集積（*upadhi ≒五蘊）〔において〕これらを垢であると観察して、それゆえ、私は、〔祭式の〕供犠

（*yaṣṭa/iṣṭa）や供物（*huta）を喜ばない＞」

 と説かれているように。そのなか、（i'）食物という諸の欲望の対象は変化してしまうので、「（2）悪臭があり、

（3）臭気がある」。なぜならば、大便と小便の本体（dngos po、事物）であり、〔身体の〕肉などの本体に変化

37 rnag: Mvy, 4041: pūyam.

38 対応経典は『雑阿含』1165 経（大正 2.311a27-28）、SN, 35.127 Bhāradvāja:(IV.111).

39 mig chung mi gtsang bar byed pa: 上野［2012b］の指摘するように対応経典は『雑阿含』1039 経（パーリ（AN, 10.176 (V.263-

268)）は、それほど一致はしない）である。十不善業を「不浄」というと説く経。登場人物はチュンダ（Cunda、淳陀）で
あるので、mig chung は、cunda の訳とみておく。

 徳慧によれば、「一切の煩悩と随煩悩が『（1）不浄』なものに他ならない。心の垢である十不善業道のうち、いろかたちを
持つ（有色の）7 つ（身体・言葉による業 7 つ）は煩悩という不浄によって引き起こされたものであるので『不浄』である。
瞋恚など 3 つ（意業）は本性的に〔『不浄』である〕」という。

40 チベット訳によると、最後の「と出ている」までが、『聖教』からの引用である。ただ、一行目だけを『聖教』からの引用
とみなした場合、先の「摂異門分」に一致する。

41 ral pa can gyi mdo sde: Skilling［2000:341］によると、Bimbisārapratyudgamanasūtra P No.955.Vol.38。『倶舎論』でも、この偈
頌は引用されないものの、Bimbisārasūtra という経名は引かれる（AKBh, 465.20）。本庄［2014: ［9013］］に資料が挙げられ
ている。この偈頌については宮坂［1983: (48)-(49)］に諸資料が挙げられている。

 CPS, 27c.20(III.344): (annāni pānāni tathā rasāṃś ca) (kām)āṃś ca strīś caiva vadanti haike/

 etāṃ (*tāvan) malān upadhau saṃprapaśyaṃs tasmān na yaṣṭe (*iṣṭe) na hu(te rat)o 'ham//（*Cf. SBhV, I.155）
 『中阿含』62 経（大正 1.497c8-9）：飲食種種味爲欲故事火。生中見如此是故不楽事。
42 『百節経』では 'di na kha cig 'chi （*maranti）だが、CPS, vadanti haike （Cf. de Jong IIJ, 18-3-4, 1978, reviews, 326: vadant' ihaike）, 

'di na ... smra から、このように訳した（なお、上記対応経の漢訳は「事火」、パーリは abhivadanti yaññā）。対応経の前後の
文脈は、Uruvela-Kassapa（カッサパ三兄弟の一。元バラモン教徒、火に仕えていた者。中村［1992］に詳しい）が、釈尊に、
今では火に仕えない理由を問われて答えるというもの。
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するので。（ii'）性交という諸の欲望の対象は変化してしまうので、「（4）意に反する」。なぜならば、燃え盛

る欲望 43 と離れたなら意に反することが生じるので」

と出ている。

【経節 18】

 「（1）欲望を原因として、（2）欲望を起因として、＜（3）欲望の対象を主題 44 として、（4）諸の欲望の対象

こそを原因として、母も子と、子も母と、父も子と、子も父と、兄弟も姉妹と、姉妹も兄弟と、友人も友人と

争うのであれば、人と人においては言うまでもない 45 ＞」

とは、経典の一節である。

　煩悩欲（煩悩としての欲望）46 は 2 種類であると知られるべきである。すなわち、欲求（意欲）と貪り 47 とであ

る。事物欲（事物としての欲望＝欲望の対象）48 もまた 2 種類である。すなわち、得られたものと得られていない

ものとである 49。「（1）欲望を原因として、（2）欲望を起因として」とは、2 種類の煩悩欲によってである 50。他

方、「（3）欲望の対象を主題として、（4）諸の欲望の対象こそを原因として」とは、2 種類の事物欲のためにであ

る 51。

　そのようであれば、どんな原因によって、そして、なんのために争うのかというその〔2 つの〕ことが、〔この

経文によって〕説かれた。

【経節（19）】

 「＜比丘たちよ、私は、女性のいろかたち（*rūpa、色）に対し、愛着し、溺れ、欲し、愛し、喜び、貪欲し、

昏絶し、縛せられ、結ばれるようないろかたちを、1 つも見ない。他方、人は、女性の色に＞（1）貪欲し、

（2）愛着し、（3）切望し、（4）結ばれ、（5）昏絶し、（6）耽溺し、（7）溺れてしまっている 52」

43 yongs su gdung ba, *paridāha: Cf.BHSD, 325a.paridāha: feverish longing, ardent desire, substantially=tṛṣṇā. ここでは性的欲望と見て
よいであろう。「意に反する」とは、それが満たされた後の感情である。徳慧は、直前の一文に対する注釈で、性交を行っ
た直後に、ということだという。

44 原因・因縁・主題：*hetu・*nidāna・*adhikaraṇa。Cf. パーリ対応経：(1) kāmahetu (2) kāmanidānaṃ (3) kāmādhikaraṇaṃ.

45 (1) 'dod pa'i rgyu dang/ (2) 'dod pa'i gzhi/ (3) 'dod pa'i dbang du bya ba dang/ (4) 'dod pa rnams kho na'i rgyus ma dang bu dang/ bu dang 

ma dang/ pha dang bu dang/ bu dang pha dang/ ming po dang sring mo dang/ sring mo dang ming po dang/ grogs po dang/ (D172a) 

grogs por rtsod par byed na/ skye bo dang (P:om skye bo dang) skye bor lta ci smos.

 【対応阿含】
 『中阿含』99 経「因品苦陰経」（大正 1.585a19-20）、MN, 13 Mahādukkhakkhanddhasutta （I.86.17-23）
46 徳慧は、「『煩悩欲』とは、欲させるので『欲』である（*kāmayatīti kāmaḥ）。煩悩こそが欲であるので、『煩悩欲』である

（＝ Kdh）。すなわち、欲求（意欲）と貪りである」という。
47 'dun pa, *chanda・dod chags, *rāga: 徳慧は、「欲求（意欲）」とは得られていない対象に対して。「貪り」とは得られた〔対象〕

に対してという。
48 徳慧は、「事物こそが欲であるので、事物欲である（＝ Kdh）。欲されるものであるので」という。
49 煩悩欲・事物欲：*kleśakāma・*vastukāma。PTSD, 598a によれば、kilesakāma と vatthukāma は対である。梵語文献において

も対概念として頻出する（「声聞地」（大正 30.467b））。煩悩欲の「欲」とは欲望そのもののこと。事物欲の「欲」とは欲望
の対象のこと。

50 徳慧によれば、順に、得られていない対象（*viṣaya）に対する欲求（意欲）を原因〔として〕。そして、得られた対象に対
する貪欲を起因と〔して〕。

51 徳慧によれば、順に、得られていない事物欲を主題として、そして、得られた諸の事物欲のために、ということ。
52 dge slong dag ngas ni ji ltar skyes pa bud med kyi gzugs la zhen par 'gyur ba dang/ rgyags par 'gyur ba dang/ 'dod par 'gyur ba dang/ sdug 

par 'gyur ba dang/ dga' bar 'gyur ba dang/ chags par 'gyur ba dang/ brgyal bar 'gyur ba dang/ 'ching bar 'gyur ba dang/ kun tu (D:du) sbyor 

bar 'gyur ba lta bu'i gzugs ni gcig (P:cig) kyang ma mthong ste/ skyes pa ni bud med kyi gzugs la (1) chags pa dang/ (2) zhen pa dang/ (3) 

'chums (P:'chum) pa dang/ (4) mdud pa(P:par) bor ba dang/ (5) brgyal ba dang/ (6) lhag par chags pa dang/ (7) lhag par zhen par 'gyur ba 

(D:gyur pa)
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とは、経典の一節である。

　（I）貪欲（*rāga）によって纏 53 が生じるので、（II）生じた〔纏〕に安住する 54 ので、（III）獲得と享受を欲す

るので、（IV）その方法 55 を何度も考えるので、（V）過患 56 を見ないので、（VI）捉えることへの執拗さ 57 が生じ

るので、（VII）満足しないという原因によってそれに親しむ 58 ことに対して心が傾くことにより何度もとどまる

ので〔と〕、順に〔経句が〕知られるべきである。

【経節 20】

 「＜おお、カーティヤーヤニープトラよ、それによって王たちと王たちが争い、バラモンたちとバラモンたち

が争い、家長たちと家長たちが争うところの原因は何か、縁は何か。

 　バラモン 59 よ、＞欲望の対象（欲）を（1）貪り、（2）取着し、（3）固着し、（4）貪著し、（5）愛着すると

いう原因 60 によって、＜王たちと王たちが争い、バラモンたちとバラモンたちが争い、家長たちと家長たち

が争うのである。

 　おお、カーティヤーヤニープトラよ、それによって出家者たちと出家者たちが争うところの原因は何か、縁

は何か。

 　バラモンよ、見解を（1）貪り、（2）取着し、（3）固着し、（4）貪著し、（5）愛着するという原因によって、

出家者たちと出家者たちが争うのである 61 ＞」

とは、経典の一節である。

 【対応阿含】
 AN, 5.55. Mātuputtā （III.68.7-14）（漢訳対応なし）
 【関連文献】
 Mvy, 2191-2198: (1) rakta (2) sakta (3) gṛddha (4) granthita (5) mūrcchita (6) adhyavasita (7) adhyavasānam āpanna)

 SWTF, s.v., gṛddha: SHT (V) 1152 V2: raktā saktā gṛddhā grathitā mūrcchitā a+

53 纏：kun nas dkris pa, *paryavasthāna：煩悩の異名、または、生じている煩悩。無慚・無愧（不遜・厚顔無恥）等で、「八纏」
とも「十纏」ともされる。Cf.『倶舎論』「随眠品」47 偈。

54 dang du len pa, adhi√vas.

55 de'i thabs：徳慧は、獲得するための方法という。
56 nyes dmigs, *ādīnava.

57 yongs su gzung ba la kun tu 'dzin pa：徳慧は、女性の色（いろかたち）を、ということであるという。経句は 7 つともこれに
関すること。

58 bsten, *√sev.

59 バラモン：漢・パの対応経によれば、「執澡潅杖（Ārāmadaṇḍa）バラモン」のこと。この経は、彼が「摩訶迦旃延（（Mahā）
Kaccāna）」に質問をするというもの。

60 徳慧によれば、この「原因によって」という語は、（1）～（5）の句にかかるもの。
61 kye kātyā'i (P:katya'i) bu gang gis ni (D:na) rgyal po rnams dang rgyal po rnams su rtsod par byed pa dang/ bram ze rnams dang/ bram ze 

rnams su rtsod par byed pa dang/ khyim bdag rnams dang/ khyim bdag rnams su rtsod par (P40a) byed pa'i rgyu ni gang/ rkyen ni gang/ 

 bram ze 'dod pa la (1) 'dod chags dang/ (2) lhag par zhen pa dang/ (3) rnam par bcings pa dang/ (4) yongs su zhen pa dang/ (5) kun tu 

(D:du) 'dod chags kyi rgyus rgyal po rnams dang rgyal po rnams su rtsod par byed/ bram ze rnams dang bram ze rnams su rtsod par byed/ 

khyim bdag rnams dang khyim bdag rnams su rtsod par byed do// 

 kye kātyā'i (P:katya'i) bu gang gis ni (P:om. ni) rab tu byung ba rnams dang rab tu byung ba rnams su rtsod par byed pa'i rgyu ni gang/ 

rkyen ni gang/ 

 bram ze lta ba la 'dod chags dang/ lhag par zhen pa dang/ rnam par bzings pa dang/ yongs su zhen pa dang/ kun tu (D:du) 'dod chags kyi 

rgyus rab tu byung ba rnams dang rab tu byung ba rnams su rtsod par byed do

 【対応阿含】
 上野［2012b］の指摘するように『雑阿含』546 経「執澡潅杖」（大正 2.141b26-c2）、AN, 2.4.6 Ārāmadaṇḍo （I.66.6(10)-15）。
 【関連資料】
 Mvy, 2198-2201: (2) adhyavasānam (3) vinibandhaḥ (4) parigredhaḥ (5) saṃrāgaḥ

 AKUP でも引かれるが、そこでは「王」の後に「農夫」についても挙げられている（本庄［2014［1022］］）。
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　［解釈 I］

　順に、（I）現起 62 すること、（II）安住 63 すること、（III）圧倒される 64 こと、（IV）それに恥じないこと、（V）

それを喜ぶ 65 こととである。

　［解釈 II］

　さらにまた、（I）自己の欲望の対象を愛楽 66 し、（II）捉まえ 67、（III）離れないことを欲すること、（IV）他人

の欲望の対象を喜ばせ、（V）愛着することという 2 つ 68 である。

　諸の見解 69 についてもまた、見解を（1）貪り、（2）取着し、（3）固着することは、同様である。諸の見解は、

対立するものであるならば、自己の見解を喜ばせることによって 70（4）貪著する。諸の見解は、同じものである

ならば、その見解に貪愛 71 することによって（5）愛着すると、知られるべきである。

　以上のような諸の語句は同義語として説かれたものであっても、過失はない。なぜなら、目的 72 を持っている

ので。以前に説明したように 73。

【経節 21】

 「比丘たちよ、それらの衆生においては、（1）義行（*artha-caryā、意味に関する実行）がない。（2）法行

（*dharma-caryā、教法に関する実行）がない。（3）福行（*puñya-caryā、福徳に関する実行）がない。（4）善行

（*kuśala-caryā、善に関する実行）がない。（5）妙行（*kalyāṇa-caryā、妙善に関する実行）がない 74」

とは、経典の一節である。

　［解釈 I］

　経典の意味（*artha）を追求し、聞き、考え、説くことが、「（1）義行」である。〔教〕法を求め 75、聞き、誦し、

となえ、説示することが、「（2）法行」である。その 2 つ（義行と法行）に依って、繁栄（*abhyudaya）に関し

て 76 福業をなすことが、「（3）福行」である。不動業 77 をなすことが、「（4）善行」である。至善（*niḥśreyasa）78

62 現起：kun tu spyod pa, *samudācāra.

63 dang du len pa, *adhi√vas.

64 zil gyis gnon pa, *abhibhūta.

65 kun tu dga' ba, *ā-√nand.

66 mngon par dga' ba.

67 yongs su bzung ba, *pari-grah.

68 2 つとは、（1）～（3）と、（4）（5）の 2 つであり、自分に関することと他人に関することという分類。
69 徳慧は、有身見などの「五見」であるという。
70 徳慧は、これらの者たちはどうしたら自分の見解を持つものとなろうかと考えることという。
71 rjes su chags pa, *anunaya.

72 dgos pa, *prayojana.

73 以前にとは、徳慧によれば、dgos pa dag ni brgyad de/ rnam grangs gsungs pa ni 'dul ba tha dad pa'i phyir te/ de'i tshe dang phyi ma'i 

tshe kha cig la la (P:om la) las khong du chud par bya ba'i phyir dang zhes bya ba de lta bu la sogs pa'o// ということ。『釈軌論』第一
章（D31b, P35a、上野［2009］）に出る。

74 dge slong dag sems can de dag la ni (1) don spyod pa med/ (2) chos spyod pa med/ (3) bsod nams spyod pa med/ (4) dge ba spyod pa 

med/ (5) dge legs spyod pa med do.

 【対応阿含】
 『中阿含』160 経「阿蘭那経」（大正 1.682b16-17）。パーリ対応は AN, 7.69,70 であるが，この経句に一致するものは見あたら

ない。
 【関連文献】
 SWTF, s.v., kalyāṇacaryā: SHT (VI) 1324 V3; MAV(F), 8g.6,13: sādhv (1) arthacaryā sādhu (2) dharmacaryā sādhu (4) kuśalacaryā 

sādhu (5) kalyāṇacaryeti

75 chos 'tshol ba, *dharmaparyeṣti.

76 ～を目的として、～のために、との意。
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に関して〔三十七〕菩提分〔法〕を修することが、「（5）妙行」である。なぜなら、垢がない 79 から、そして退く

こと 80 がないことによって変化がないから。

　［解釈 II］

　さらにまた、布施は「（3）福行」である。戒は「（4）善行」である。なぜなら、安楽の意味によって他人を害さ

ないので 81。修習 82 は「（5）妙行」である 83。

【経節 22】

 「＜比丘たちよ、〔仏教の〕聴聞を備えていない（*aśrutavat）愚かな凡夫たちは、海、海と言語表現する。一

方、聖者の法律（教法と調伏）においては、それは海〔ではない〕84。比丘たちよ、それは（1）大きな水の

蔵、（2）大きな河水、（3）大きな水の集積、（4）大きな水流〔に過ぎない〕のであって、比丘たちよ、人の眼

〔こそ〕が海なのである 85 ＞」

とは、経典の一節である。

　［解釈 I］

　器が大きいので、「（1）大きな水の蔵」である。最初から 86 水が大きいので、「（2）大きな河水」である。種々

な河（chu klung, *nadī）から突然に合流する 87 ので「（3）大きな水の集積」である。乾燥しないので「（4）大きな

77 不動業：mi g-yo ba'i las, *āne(i)ñjya-karma。「不動」について、徳慧は、「色〔界繋〕と無色界繋の業が不動である（gzugs 

dang gzugs med pa na spyod pa'i las ni mi g-yo ba'o）」という。『倶舎論』「業品」46ab 偈でも、欲界における善浄（śubha ≒善）
業が福〔業〕であり、それより上〔界（色界・無色界）における善浄業が〕不動である」とされるのに対応する。［解釈 I］
は、（3）→（4）→（5）と段階が上がるという解釈である。

78 繁栄・至善：mngon par mtho ba, Mvy, 5377: *abhyudaya; nges par legs pa, Mvy, 1729: *niḥśreyasa. この 2 つは対で用いられる。
それぞれ、世間、出世間の境地と見てよいであろう。AKBh, 185-16 でも出ており、『論記』（196a）は人天増上の生、決定
無漏の勝道という。YBh, 149.8-9: abhyudayamārgo, niḥśreyasamārga（漢訳ではそれぞれ，最勝生道，決定勝道（大正
31.310b））。『釈軌論』第一章でも経中の語として見られる（上野［2013: （5）］）。

79 徳慧は、黄金のように垢がないことであり、無漏（*anāsrava）ということだという。
80 yongs su nyams pa.

81 徳慧は、「殺生などを断ずることを受持しているので（srog gcod pa la sogs pa rnams spong ba yang dag par blang ba'i phyir ro//）」
という。

82 施・戒・修（dāna, śīla, bhāvanā）の 3 つの「福業事」を「三福業事」という（『倶舎論』「業品」112 偈以下）。
83 なお、徳慧は、（1）義行と（2）法行については前に同じであるという。
84 徳慧の引く経文には de rgya mtsho dang（それは海と）とあるが、『雑阿含』の「非聖所説」と SN の neso bhikkhave ariyassa 

vinaye samuddo と文脈により、このように訳しておく。(4) chu'i chu chen po ma yin gyi （大水ではないのであって）の否定辞
ma はここに来るべきであるのが間違って訳されたのであろう。

85 dge slong dag byis pa so so'i skye bo thos pa dang mi ldan pa dag ni rgya mtsho rgya mtsho (D:om rgya mtsho) zhes tshig tu brjod (D:rjod) 

par byed do// 'phags pa'i chos 'dul ba la ni de rgya mtsho ma yin te (ma yin te; sic. dang)/ dge slong dag de ni (1) chu gter chen po dang/ 

(2) chu'i chu bo chen po dang/ (3) chu'i tshogs chen po dang/ (4) chu'i chu chen po {ma} yin gyi/ dge slong dag skyes bu'i mig ni rgya 

mtsho yin no.

 Cf. Mvy, 4163-4164: chu chen, mahārṇava; chu gter, jalanidhi.

 【対応阿含】
 『雑阿含』216 経「大海経」（大正 2.54b23-24）、『雑阿含』217 経「大海経」（大正 2.54c6-7）。なお，『雑阿含』217 経は【経

節 77】で引用されている経典に相当し、パーリではこの経節の後の句が、【経節 77】に相当する。SN, 35.187.2, 188.2 

Samuddo 1, 2 （III.157）
 ＊経の要点は、六根（6 つの感覚器官）によって六境（6 つの対象領域）を識り、それに愛念、染着し、貪楽する身・口・

意の業が、真の「海」なのであるということ。身体ではなく心がそれに溺れてしまうという意味によってであろう。
 【関連文献】
 「摂事分」（大正 30.811a）。
86 ye nas：源流から、の意か。
87 glo bur du 'bab pa.
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水流」である。なぜなら常に水がとどまっている 88 ので。

　［解釈 II］

　『聖教』には、

 「（I）大きな水を収めているという意味と、（II）生じないという意味と、（III）1 つになっている 89 という意

味と、（IV）尽きないという意味によって、「（1）大きな水の蔵」と「（4）大きな水流」に至るまでである」

と出ている。

【経節 30】

 「シュローナよ、およそ沙門あるいはバラモンの誰であれ、色（いろかたち）は（1）無常であり、＜（2）恒

常でなく、（3）安定せず、（4）変化する性質を持っている〔のに、それを〕もって、優れていると考える、同

等である 90 と考える、劣っている 91 と考える〔のは、〕シュローナよ、その一切の沙門あるいはバラモンは、

如実に見ないからである。シュローナよ、沙門あるいはバラモンの〔誰であれ、〕受（感受）は無常であり、

想（想念）は無常であり、諸行は無常であり、識（認識）は無常であり、恒常ではないと、前に同じ 92 ＞」

とは、経典の一節である。

　［解釈 I］

　「色は（1）無常である」から、「識は無常である」に至るまでによっては、身体 93 は生じ滅するものであること

を説いており、「（2）恒常でない」によって、〔身体が〕短期間に滅するものであることを〔説く〕。また、「（3）安

定しない」によって、不確定な時に 94 滅するものであることを〔説く〕。「（4）変化する性質を持っている」によっ

て、同じでない状態で滅するものであることを〔説く〕。なぜなら、望まない状態に行くので 95。〔第〕1〔句〕（＝

（1））によって、〔身体は〕有為の 2 つの相（特徴）96 を具えていることを説き、2〔句〕（＝（2）（3））によって、

88 徳慧は、常に水があるので、という。
89 徳慧は、「雨水が 1 つとなることによってとどまるから（kun nas 'bab pa'i chu gcig tu 'gyur bas gnas pa'i phyir ro）」とい

う。
90 VyYT: mi 'dra'o, SūŚ: khyad par du 'phags so（同等ではない・すぐれている）。ただ、文脈的には、パーリの sadiso、漢訳の

「等」が、つまり、否定辞がないのがよい。次注も参照。
91 VyYT, SūŚ では dman pa ma yin no （劣ってはいない）であるが、パーリの hīno、漢訳の「劣」のように、否定辞がないのが

よい。
92 gro bzhin skyes dge sbyong (D:slong) ngam bram ze gang la la dag gzugs (1) mi rtag pa/ (2) mi brtan pa/ (3) yid brtan du mi rung ba/ (4) 

'gyur ba'i chos can gyis che ba yin no snyam du rlom par byed/ {mi} 'dra'o (SūŚ: khyad par du 'phags so) snyam du rlom par byed/ dman 

pa {ma} yin no snyam du rlom par byed de (P:do)/ gro bzhin skyes dge sbyong (D:slong) ngam bram ze de thams cad ni de ltar yang 

dag pa ji lta ba bzhin du ma mthong ba'i phyir ro// gro bzhin skyes dge sbyong ngam bram ze tshor ba mi rtag pa dang/ 'du shes mi rtag 

pa dang/ 'du byed rnams mi rtag pa dang/ rnam par shes pa mi rtag pa dang/ mi brtan pa zhes bya ba snga ma bzhin no

 【対応阿含】
 上野［2012b］の指摘するように『雑阿含』30 経「輸屡那経」（大正 2.6a27-c2）、SN, 22.49 Soṇa （III.48.12ff.）
 ＊なお、最後の一行は、『百節経』と徳慧で異なる。『百節経』では「色と同様に、識に至るまでも同様である」とある。
 【関連資料】
 MPS, 19.6 etc.: (1) anityā bhikṣavaḥ sarvasaṃskārā (2) adhruvā (3) anāśvāsikā (4) vipariṇāmadharmāṇaḥ.

 諸項目について、パーリでは anicca, dukkha, vipariṇāmadhamma と 3 項目であり、また、「苦」が入る。漢訳では「無常・変
易・不安穏色」。MPS が『釈軌論』に一番よく対応する。

93 徳慧は「五取蘊を特徴とする身体は」（lus nye bar len pa'i phung po lnga'i mtshan nyid ni）ともいい、個体相続（rgyun, *saṃtati/

saṃtāna）ともいう。
94 dus ma nges par：いつ死ぬか分からないということ。
95 徳慧によれば、老いること。
96 徳慧のいうように、生・住・異・滅の「有為の四相」のうち、生と滅のこと。（2）（3）が住、（4）が異を指す。有為の四

（三）相については、説一切有部が一刹那にこの四相があるとするのに対し、経量部は一期（一生涯）について四相を説明
するということが言われる（平川［1966（1991）］、早島［1988］）。『釈軌論』のここでの解釈は少なくとも一刹那に四相を
見てはいないようである。
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とどまり（住）の特殊性を〔説く〕。なぜなら、〔個体〕相続は短期間であり、また、〔死の〕時は不確定であるか

ら。第 4〔句〕（＝（4））によって、その同じ住が別様になること（異）を〔説く〕。

　［解釈 II］

　さらにまた、第 1〔句〕によって、身体が滅しないことを否定し、第 2〔句〕によって、長期間を経て滅するこ

とを〔否定する〕。第 3〔句〕によって、決まった時期に滅することを〔否定する〕。第 4〔句〕によって、変化せ

ずに滅することを〔否定する〕。

　［解釈 III］

　さらにまた 97、〔第〕1〔句〕によって、［I］刹那に滅するという無常性を説き、2〔句〕によって、［II］個体相

続が滅するという無常性を〔説く〕。〔順に、〕〔衆生の〕集団の同類性（衆同分）98 に長期間はとどまらないもので

あるので。そして、時ならざる時に死ぬ 99 可能性があるから。第 4〔句〕によって、［III］変化するという無常性

を〔説く〕。最初のもの（＝（1））は、そのままの語でもって 100 説かれた。なぜなら勝義の（第一義的な）もので

あるから 101。

　これについていわく 102、

 「［解釈 II］（I）滅しないこと、（II）久しくして滅すること、（III）〔確定的な〕時に、そして、（IV）変化せず

に〔滅することを〕を、否定する。

 ［解釈 III］（I）刹那と、（II）寿命と、（III）変化という、3 種の尽きることも説かれた」

と。

97 ここで 3 つの無常性が説かれる。無常については早島［1998］に詳しい。それによれば、「声聞地」（ŚrBh, 485.6-7）には
vipariṇāmānityatā として「変化するという無常性（変異無常性）」という語が見られるが、刹那無常〔性〕・相続無常〔性〕
の語は見あたらない。『顕揚論』では刹那無常と相続無常が「一切処に遍す」（大正 30.548a）とされ、特に「刹那無常」が、

「一切に遍行す」（大正 30.548c）と、唯心説との関連で重んじられる。ただ、そこでは六種無常、八種無常とまとめており、
このような三種の無常としてはまとめられていない。

98 ris mthun pa, *nikāyasabhāga：種（species）。斎藤他［2014］。
99 dus ma yin par 'chi: *akāla-mṛtyu/maraṇa. 夭折のこと。
100 *svaśabdena：「刹那に滅するという無常性」が、「（1）無常」という語（経句）によって説かれた、ということ。
101 don dam pa pa：徳慧は、刹那〔無常〕を除いては、個体相続〔無常〕と変化〔無常〕はないので、という。
102 ［解釈 II、III］のまとめ。
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ヒュームの初期覚書 1729 年− 1740 年（１）（1）

諸言と編：アーネスト・キャンベル・モスナー
訳：竹中久留美

　デイヴィッド・ヒュームの『人間本性論』の最初の二巻は 1739 年の初め、彼の 28 歳の誕生日の約 3 か月前に出

版された。これら二巻のための原稿は、1737 年夏のフランスから帰るときに出版のためにほとんど準備できてい

た。実際の構成のほとんどは、1734-1737 年のフランス滞在中に完成され、その著作で具体的に表現された見解や

思考のほとんどは、1729-1734 年のナインウェルズとエディンバラ時代にさかのぼる。それゆえ、創作のこの決定

的な時期、あるいはより一層早い時期に関連するいくらかの証拠の断片は、『人間本性論』そのもののより十分な

理解への価値について、またもちろん、その著者の全経歴について証明するものかもしれない。1725-1726 年にエ

ディンバラ大学での学部学生研究の修了頃に属するであろう「騎士道と近代的誇りについての歴史的小論」という

彼の若き日の筆跡からある断片が、最近利用できるようになった（2）。この小論は、精巧な文学、歴史、哲学的方

法論へのヒュームの初期の関心を強調するものである。とは言え、疑いもなく、彼の関心の傾向と彼の思考の発展

を詳細に描写しているより重要なものは、全部で 318 片ある直筆の覚書に含まれ、またエディンバラ王立協会にあ

る原稿の中に見出されもする 26 片である。

　おそらく、多くのもののうち残存する 2、3 片以外、これらの草稿がヒュームの知的発展の完全な輪郭を決して

与えるのではない。実際、おそらくは決定的な数年間の原稿集の最も重要なものは、ヒューム自身によって 1751

年に破棄されてしまった。というのは、彼がミントーのギルバート・エリオットに次のように知らせたからであ

る。

	 そして、私が二十歳前に書いた古い手稿の帳面を私が焼いたのはそんなに前ではありません。それには何ペー

ジにもわたってその項目（宗教的懐疑論）についての私の思惟の徐々の進捗が含まれていました。論証を切望

する探究で、普通の意見を確証することを始めました。疑念が知らぬ間に襲い、消散し、よみがえり、再び消

え、また戻ってきたのです。そして、それは傾向に反する、おそらくは理性に反する、絶え間ない想像力の果

てしない闘争だったのです。（a）

　現存する覚書は、すべて同じ大きな用箋に書かれているが、明らかに何年にも渡る多くの筆跡からなる作であ

る。ヒュームの手で番号を付けられておらず、その 26 枚は三つの区分へと分けること以上の表面的な組織を欠い

ている。これらのうち最も大きく最も雑多なものは、20 枚からなるが、タイトルを持たない。ある紙片が唯一「自

然哲学」と、5 枚の一まとまりが「哲学」と名前を付けられている。エディンバラ王立協会のコレクションでまと

まっている上の順序は、純粋に偶然のものであるように見えるし、手短にあらわされているために、現在の出版で

倣われることはないだろう。

　ヒュームの覚書はロックやその他の模範についての備忘録をなしてはおらず、単にざっくりと三項目にわたる読

書においてのヒュームの考えやコメントの記録である。それでも、それぞれの節の中は、数片が構成のオリジナル

の順のままである限り、暗黙に年代をおっている。さらに、少なくともある程度まで、三節が同時発生的に書かれ

てきたかもしれないけれども、明らかにそれぞれが年代決定について個別的な問題を与えている。それらが共通し

て持っているものが、同じ筆跡や同じ用紙なのである。紙の透かしはノーマン・ケンプ・スミスによって検討され

訳註
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てきた。彼は「覚書の紙片の透かしも、1734 年、1739 年、そして 1743 年に使われた紙だと分かるが、私が見る限

り、エディンバラ王立協会の原稿をはっきりと時期を特定できるものではない（b）」と評する。ジョン・ヒル・バー

トンは、これら覚書の抜き取り見本を出版した最初の人であるが、『人間本性論』の完成の後で『人間知性研究』

出版の前に、すなわち 1739 年と 1741 年の間に、これらの大半を日付する。「自然哲学」の項目を、彼は 1739 年に

先立つ直前年に割り当てる。これらの推測に、ケンプスミスは明らかに同意している。どの程度までそれらが利用

できる事実すべてをカバーするのか、また日付をつけることについて提示されうるのはどんなより正確なものなの

か、問われるべきままである。

　一般的には、バートンのつけた日付は、そのノートのいくつかの部分においては少なくとも、遅いと結論せざる

を得ない。ヒュームの書簡からある関わりある事実の簡単な再考は、より早期でより重要な時期に対して必要な背

景を与えるであろう。1734 年春のおそらくアーバスノットであろう医師への手紙で、ヒュームは次のように注記

している。「この 3 年間、私は思うのだが、多くの紙に走り書きしてきたが、それには、私自身の考案以外は何も

含まれていない。」さらには「（ヒュームの）ラテン語、フランス語、英語で書かれた名高い書籍の読書とイタリア

語の習得（c）」のほのめかしもある。

　現在の覚書のほとんどは、着目されるであろうが、読書ノートである第二のカテゴリーに属するものである。オ

リジナルの思考に属する第一のカテゴリーに属する覚書のほとんどは、思うにそれらの中で 1751 年に故意に焼か

れたのである。ヒュームの最も早い時期の手紙（1727 年 7 月 4 日）は、エディンバラからナインウェルズへと発

送された借りられた書籍の一連の読書にそれとなく触れている。1730 年頃のある手紙は、二人のフランスの歴史

家の読書について言及し、1732 年に書かれた別の手紙には、ほとんど間違いなく彼がベールを学んでいたことが

書かれている。決定的な一つのポイントは、日付をつける問題に着手する前に明確にされるべきままである。『わ

が人生』での一節によれば、ヒュームは 1739 年から 1745 年までナインウェルズに住んでおり、「そのときに、私

が少年時代にかなり疎かにしたギリシア語の知識を取り戻した」のである。この言明は、その頃より以前はどんな

ギリシア語の知識にも失格だと解釈されるかもしれない。いくつかの言語で書かれた著名な書籍を読んでいたこと

についての 1734 年の彼の所見は、ギリシア語は含まれていない。とは言え、『人間本性論』（1739-1740 年）と『小

論集』（1741 年）から、ヒュームが参照と引用のために十分な知識を持っていたことは確かである。彼が『人間本

性論』以後の時期に欲していた－そして獲得した－ことは、専門的知識であった。

　覚書の日付の推定は三つの節それぞれ別に処理されるべきである。「自然哲学」に関するものは最も早期のもの

であると思われる。この節は読み物の参照箇所はないけれども、そのノートのうちの三つは他の手掛かりになりう

るものを提示する。ミネラルウォーターについての 5 番目と 6 番目のノートと、薬に対する強い偏見といかさま治

療の暴露に関する 9 番目のノートは、「アーバスノット医師への書簡」でとても雄弁に描写されているが、1730 年

から 1734 年の間の個人的な経験の証拠となる。私は、それゆえ、この節の完成の日付として 1734 年を提案し、

1729 年頃の早い段階で始められたと推定する。

　「哲学」の節は、それを私は二番目に位置付けるつもりだが近代の著述家たちの引用による直接の証拠を提示し

ている。全部で 40 のノートのうち、16 がベールを参照し、いくつか他のもの（主として引用されていないもの以

外の以下で引用されたノート）は同じ出典から引いてきたであろう。すでに見てきたように、ヒュームがベールを

1732 年頃に読んでいたと信じる理由がある。とは言え、正確には、彼がそれら膨大な啓蒙書で学んでいたことは

明記されていない。「備忘録の新しい方法」でロックは述べていた。

	 私が何かを書く前に、私の備忘録に著者の名前を書く。そして、その名前の下に、その論考の題目と巻数、そ

の版の時期と場所、そして（決して省略されるべきではないものであるが）その書籍全体が含むページ数を書

く。（d）

　不運にも、なんら参考文献一覧を精緻に組み立てることもしなかったが、謎めいた「Baile」は、彼が『歴史批

評辞典』（1697 年）だけでなく、『辞典』を除いたすべての諸著作を含む『著作集』（1727-31 年）も探究していた

ことを意味するという内面的な証拠から、十分明らかであると思われる。
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　第二節での引用において、ひとつも 1731 年より後に出版された著作がないのだが、そのような一つの事実は、

決定的ではないが、確かに示唆に富んでいる。さらには、デュボス司祭からの 2 番目と 3 番目のノートは、その注

釈者が、技術と学問での独学がいまだ進行中で学識界の前にまだ現わしていなかった、敏感な若い男性であったこ

とをほのめかす。最終的に、いくつかのベールの参照箇所は結局、『人間本性論』自体に現われる。ヒュームが

ベールやその他の著述家等から一度ならず参考にし書き取ったであろうことは認められる一方で、それにもかかわ

らず、第二節を『人間本性論』後の時期に分類することは、それ以上の証拠なしに認められないと思われる。これ

らの事実すべてを考慮に入れれば、「哲学」の覚書は、ヒュームがフランスに出発する前の 1730 年から 1734 年の

時期に属し、その結果としてそれらは 1729 年に彼に広がった「思考の新しい情景（e）」の一部であると私は推測す

る。

　第三節は、経済、統治、（古代と近代両方の）歴史そして社会の領域をぶらついているさまざまな本性について

の 269 のノートで成り立っている。この節はタイトルがないという事実は、最初の用紙が残存していないという推

定に基づいている。それら残っているものについて、最も遅い引用が 1738 年の出版のものである。そして、ギリ

シア人からの引用が取り入れられているのはこの節においてである。これらの事実の土台に、第三節は、フランス

以後の時期、すなわち 1737 年から 1740 年に位置付けられるであろうと、私は思い切って提案する。そのノートの

いくつかは、1741 年の『小論集』にいる反映されている。もしこの推理が受け入れられるならば、それなら、こ

の節は三つのうちで最も後のもので、『人間本性論』の原稿の完成の後の日付を定められるべき唯一のものである。

　現在の視野の中に、これら残存する早期の覚書において示されるようなヒュームの考えについていかなる精密な

分析をなすことはなく、むしろそれらが専門家に容易に利用できるような形式でそれらを提示しようとしているの

である。それでも、数語の注意すべきことや一般的本性についての若干のコメントは、おそらく、適切であろう。

注意すべきことは、三つの節が厳密に相いれないのではないということ、またそれらのタイトルが完全にはあてに

ならないということが分かることである。特に、第三の、すなわち「一般」の節は、「哲学」のもとに現われると

期待されるかもしれない宗教と倫理についての多くの項目を含んでいるのである。例えば、この節の 257 番目の

ノートは、「現代人は、単に情緒から持ち去られた推理の転回から、古代人と同様に道徳を論じてこなかった」と

いうヒュームの倫理的立場のまさに大要を現わしている。

　一般的なコメントに関する限り、専門家の時期以前の道徳哲学の学生として、ヒュームが「人間本性の学」と名

付けたものの側面すべてについて手当たり次第読んでいたのは明らかである。しばしば、実際に、彼は何冊かの本

を一度に読んでいたし、それらの中を行ったり来たりと参照していた。記録は時折同調したからなされたり、時折

彼がその本を仕上げた後も手近においていた。前者は、明確でありそうであり、参照箇所を与えそうであり、後者

は一般的批判的性質のものでありそうである。彼の学究的な心の枠組みは、統計学への注意深いアプローチにほの

めかされている。

　覚書がしばしばヒュームによって用いられたということは、組織化を欠いているにもかかわらず、オリジナルの

ノートがとられた後でなされた数々の修正や加筆によって示されている。ここでのかなりの批判的精神は着目され

るべきであり、時折完全なノートが棒引きされている。それでもこれら棒引きされたノートのいくつかは、実際に

ヒュームの出版された著作に後に現われているので、反対意見がそれによって必然的に指摘されないのは明らかで

ある。そのような場合、棒引きは明らかにヒュームの彼自身への指摘の方法であった。

　ヒュームはしばしば彼のノートの見直しにおけるスタイルを実践していた。思索家、学者、そして技術者は分離

されていなかった。コレクション全体を支配する精神は、エピカルモスから引用された言葉に最も表現されてい

る。それはこのように翻訳されるだろう。「冷静であれ、そして、懐疑的であることを忘れるな。」

　ヒュームの覚書の現在のテキストは原文のままであることを狙いとはしておらず、とは言え、それらが知的特徴

を反映していると思われるなら、手稿の特異性が呈されている。たとえば、すべての重要な訂正は示されている。

棒引きされた語は、各括弧の間に現れ、加筆や改変は山括弧＜＞の間に現われている。普通の省略の多くは黙っ

て編者によって略されずに書かれたが、名前やタイトルは角括弧に入れて詳述されている。テキストをさらにいっ

そう解放し、思考の歴史家による使用を容易にするために、書籍や著述家の引用がより十分な情報にとって参照さ

れうる続く二つのチェックリストがまとめられている。
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Ⅰ　ヒュームによって引用された古代の著述家たち
　アイスキネス .［Ⅲ ,	233,	239-40,	249,	258.］

　イソップ .［Ⅲ ,	260.］

　アリストファネス .［Ⅲ ,	166-168.］

　アリストテレス .［Ⅲ ,	265.］

　アスコニウス・ペディアヌス .［Ⅲ ,	209.］

　ボエティウス .［Ⅲ ,	218.］

　キケロ（3）.［Ⅱ ,	11,	17; Ⅲ ,	89-91,	111,	116,	123,	133,	209.］

　デモステネス .［Ⅲ ,	229-30,	232-35,	237-38,	241,	243,	249,	252,	258,	268.］

　ディオドロス（4）.［Ⅲ ,	203-207,	213.］

　エピカルモス .［ページ下部の注 17 で引き合いに出されている。］

　ヘロディアヌス（5）.［Ⅲ ,	221-22,	261.］

　ヘロドトス（6）.［Ⅲ ,	172-77,	245-48,	251-56.］

　ユウェナリス .［Ⅱ ,	1. デュボスの項の下部を見よ。］

　リウィウス .［Ⅲ ,	5,	145-65.］

　ルキアノス .［Ⅲ ,	208,	269.］

　プラトン .［Ⅱ ,	17; Ⅲ ,	260.］

　プリニウス .［Ⅲ ,	220.］

　プルタルコス .［Ⅲ ,	179-81,	183,	249.］

　ポリュビオス（7）.［Ⅲ ,	230,	Ⅲ ,	5,	262-64,	266.］

　ストラボン（8）.［Ⅲ ,	214.］

　スエトニウス（9）.［Ⅲ ,	117.］

　タキトゥス（10）.［Ⅲ ,	4,104.］

　トゥキュディデス（11）.［Ⅲ ,	144,	236,	244,	249,	258,	266.］

　ウァロ（12）.［Ⅲ ,	215.］

　クセノフォン .［Ⅲ ,	140,	142,	223-28,	231,	249.］

	 ちなみに、第二節で以下の哲学者たちが言及されている：アナクサゴラス［11,	40］，アナクシマンドロス［13,	

40］，アナクシメネス［13］，アリストテレス［12］，デモクリトス［40］，ディアゴラス（13）［12］，ヘラクレイ

トス［13］，ピュロン［40］，ストラトン（14）［14-15,	40］，タレス［11,	13］，テオドロス［12］

Ⅱ　ヒュームによって引用された近代の著述家たちや諸著作
『連合条項』.［Ⅲ ,	106. おそらく明記されていない不定期刊行物にみられるものであろう。］

バルネフェルト（15）．［Ⅲ ,	193. 偉大なオランダの政治家への言及は、おそらくルクレール（下記を見よ）に取られ

たものである。確かに、そのノートの書き加えられた部分は、年代順配列のために、バルネフェルト自身の

典拠に基づくものではありえないだろう。］

ピエール・ベール（16）．（1）『歴史批評辞典』ロッテルダム，1697 年，2 巻 .（2）著作集，ハーグ，1727-31，4 巻．

［Ⅱ ,	4-8,	10,	14,	16,	19,	21,	28-30,	32-34. これらノートのいくつかの同一視についての注解は、上の序論で提

示されている。］

アンリ・ド・ブーランヴィリエ伯（17）．『フランスの状態』，ロンドン，1727-28 年，3 巻．［Ⅲ ,	7-8,	11.］

ピーテル・ビュルマン（18）．『ローマ市民租税論』，ユトレヒト，1694 年．［Ⅲ ,	4.］

ジョサイア・チャイルド卿（19）．『新貿易論』，ロンドン，1665 年．［Ⅲ ,	93-94.］

『技芸家』．全集，ロンドン，1731-37 年，14 巻．［Ⅲ ,	28-34．参照箇所すべては 1728 年の巻に見出されよう。］

ラルフ・カドワース（20）.『宇宙の真の知的体系』，ロンドン，1678 年．［Ⅱ ,	40; Ⅲ ,	215. これらの参照箇所は、死

後に出版された書籍『永遠不動の道徳性に関する論考』（ロンドン，1731 年）も同様にヒュームが参考にし
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ていたという明確な証拠を与えない。］

チャールズ・ダヴェナント（21）．『イギリス、フランス、オランダ、スペイン間の貿易に関する説明』，ロンドン，

1715 年．［Ⅲ ,	143］

ヨハン・デ・ウィット（22）．『オランダと西フリースラント共和国の真の利益と政治的格率』，ロンドン，1702 年．

［Ⅲ ,	77-79,	83-88.］

『商業辞典』，［下のサヴァリーを見よ。］

アーサー・ドブス（23）.『アイルランドの貿易と改良についての小論』，ダブリン，1729-31 年，2 巻 .［Ⅲ ,	96-99.］

ジャン ‐ バティスト・デュボス司祭（24）.『詩と絵画についての批判的考察』，パリ，1718 年，2 巻［Ⅱ ,	2-3. 上の

ユウェナリスの参照箇所は、デュボスの第 1 巻第 1 章に見出されよう。］

［シャルル・デュト］（25）.『金融と商業に関する政治的考察』，ハーグ，1728 年，2 巻 .［Ⅲ ,	15，68-74.	125-27.］

フランソワ・フェヌロン（26）.『神の存在証明』，アムステルダム，1713 年 .［Ⅲ .	35-37.］

マイケル・ゲッデス（27）.『小論文集』，1702-1706 年，3 巻 .［Ⅲ ,	100-102.	105.］

『歴史録』，ロンドン，1717-39 年，23 巻 .［Ⅲ ,	15,	37. 参照箇所は、1716 年と 1732 年の時の 1 巻と 17 巻にある。］

トマス・ハイド（28）.『古代ペルシア宗教史』，オックスフォード，1700 年 .［Ⅲ ,	184-92.］

フランソワ・ミシェル・ジャニソン（29）.『オランダ連合州とその依存国との共和制の現状』，ハーグ，1729 年，2

巻 .［Ⅲ ,	198-201.］

ウィリアム・キング（30）.『悪の起源に関する小論』（これはエドマンド・ローによってラテン語から翻訳され、

ジョン・ゲイによって徳の根本的原理に関する論文が無名でつけられた），ロンドン，1731 年 .［Ⅱ ,	18，

22-25. これらのノートにあるいくつかのコメントは、上記序論でなされている。］

ジョン・ロー（31）.『貨幣と商業に関する考察ならびに国民に貨幣を供給するための提案』，エディンバラ，1705

年 .［Ⅲ ,	80-82.］

ジャン・ルクレール（32）.『オランダ王国のオランダ連合州史』，アムステルダム，1723-28 年，3 巻 .［Ⅲ ,	194-96;

上記のバルネフェルトも見よ。］

ニッコロ・マキャヴェッリ（33）.『著作集』（諸版），ロンドン，1675 年 .［Ⅲ ,	92,	119.］

『ルイ 14 世のメダル』．［Ⅲ ,	130. 先のと後のノートで引用されているサヴァリーの『商業大全』に見いだされる。

Ⅲ ,	1000-1001，「ルイ 14 世統治下での鋳造メダル」を見よ。］

ジョン・ポッター（34）.『ギリシア古俗』，増補改訂 2 版，ロンドン，1706 年，2 巻 .［Ⅲ，169-71.］

ウィリアム・パルトニー卿（35）.［Ⅲ ,	24.“C” のサインのある『技芸家』への投稿は、多くの匿名のパンフレットと

同様に、一般にはパルトニーのものとみなされた。］

『金融に関する考察』．［上記のデュトを見よ。］

『政治的考察』．［上記のデュトを見よ。］

シャルル・ロラン（36）．『古代史』，パリ，1730-38 年，14 巻 .［Ⅲ ,	52. 第 5 論文第 5 節「軍事技術について」は、

「パリの王立傷病兵病院の設立」と題されている。］

『数百章』．［Ⅲ ,	191,	また 192 でも言及されている。ハイド（上記を見よ）が本当の出典であるのは十分明らかと

思われる。］

リモジョン・ド	サン・ディディエ（37）.『ヴェネツィアの都市と共和国』，パリ，1680 年．［Ⅲ ,	210-12.］

シャルル・イレネ・カステル・ド・サン・ピエール神父（38）.『著作集』，パリ，1730 年，2 巻．［Ⅲ ,	124.］

クラウディウス・サルマシウス（39）．『アッティカとローマの法に対する諸観察』，ライデン，1645 年．［Ⅲ ,	141.］

ジャック・サヴァリ・デ・ブリュロン（40）．『商業大全』，パリ，1723-30 年，3 巻 .［Ⅲ ,	128-29,	131-32,	139. 上記の

『ルイ 14 世のメダル』も見よ。］

ウィリアム・テンプル卿（41）．『オランダ共和国に関する所見』，ロンドン，1673 年．［Ⅲ ,	77.］

セバスティアン・ル・プレストル・ド・ヴォーバン（42）．『王室十分の一税あるいは一般税計画』，［パリ ?，］1708

年，英語翻訳版同年，ロンドン．［Ⅲ ,	134-37.］

アイザック・ウォッシウス（43）．『様々な観察の記録』，ロンドン，1685 年．［Ⅲ ,	216-17］
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以下、本翻訳（2）に続く。

原注

ａ． L.p.154.
ｂ． 『ヒュームの自然宗教に関する対話』，ノーマン・ケンプ・スミス編， 増補付第二版，ロンドン & エディンバラ，1947 年，

p.35，注 3.
ｃ． L.p.16.
ｄ． ロック，『死後に出版された著作集』，ロンドン，p.322.
ｅ． L.p.13.

訳注

１． 本翻訳は、E.C. モスナーにより発表された Hume’s Early Memoranda， 1729-1740: The Complete Text, Journal of the 

History of Ideas, Vol. 9, No. 4, Oct., 1948, p.492-518 の前半部 p.492-499 の試訳である。ここでは、以下『メモランダ』と記す
る。

２． 『メモランダ』が発表されたのが 1948 年で、この「騎士道と近代的名誉に関する歴史的小論 An Historical Essay on 
Chivalry and modern Honour」がモスナーによって発表されたのが 1947 年である。cf. E. C. Mossner, “David Hume’s ‘An 
Historical Essay on Chivalry and modern Honour,” Modern Philology, XLV （1947），p.54-60．（『近代的名誉と騎士道に関
する歴史的論考』，壽里竜訳，思想 デイヴィッド・ヒューム生誕 300 年，p.84-104, 2011）

３． 106-43 BC. ローマの演説家、政治家。著作は詩や修辞学、哲学などに関している。『義務について』、『善悪の究極について』、
『神々の本性について』、『国家について』、『法律について』といった著作が知られる。

４． 前 1 世紀末生まれの歴史家。図書館 Bibliotheke の名で呼ばれる世界史を著した。
５． 2 世紀中頃のギリシア文法家。文法の著作がある。
６． c.484- c.425BC. ギリシアの史家。著作に Historiai がある。
７． c.201- c.120. ギリシアの歴史家。主著 Historiae 歴史は、264-144BC を扱った、ローマの発展を中心とした世界史。
８． 64-21BC 以後。ギリシアの地理学者で歴史家。小アジアのポントスの出身。アリストテレス学派からストア派に転じた。
９． 69- c.140. ローマの文人、騎士身分の出身。初めは法律家となり、のちにハドリアヌス帝につかえたが、引退し文筆家となっ

た。
10． c.56- c.112. おそらくガリア・ナルボネンシス生まれ、ハドリアヌス治下で没した。著作には、『ゲルマニア De origine et 

situ Germanorum』（98）、『アグリコラ De vita Julii Agricolae』（98）、『同時代史 Historiae』（106-107）、『年代記 Annales』
（118）がある。

11． c.460- c.400. ギリシアの歴史家。ペロポンネソス戦争を主とする政治・軍事史を著した（未完）。
12． 116-27BC. ローマの文人、学者。著作は文学、言語学、歴史、哲学、数学、法律の諸分野にわたり、490 巻の書物を著した

と言われるが、現存するのはわずか。
13． 前 5 世紀後半に活動したギリシアの詩人。無神論者として知られた。
14． c.335-c.269BC. ランプサコス出身。ペリパトス学派の学頭（c.287-269BC）。多くの学科について叙述したが、主要な関心は

自然学にあった。光や熱が物体を通過することに着目し。真空の存在を主張、実験的に立証した。また、目標や目的を求め
ることによってではなく、自然学の諸原因から自然界の出来事は説明されるはずだと主張。唯物論的立場をとり、プラトン
の霊魂不滅論を否定した。ヒュームは、『エディンバラ書簡』でもストラトンの名前を挙げている。

15． ヨハン・ファン・オルデンバルネフェルト Johan van Oldenbarnevelt. 1547-1619.　オランダの政治家。ハーグで法律を学
ぶ。1576-86 年ロッテルダム市の法律顧問、1586 年以後ホラント州議会の法律顧問。オランニュ公ウィレム 1 世に従ってオ
ランダの独立運動を指導。1596 年イギリス、フランスと三国同盟を結んでスペインに対抗し、1609 年にはスペインと 12 年
の休戦条約を結ぶことに成功して事実上共和国の独立を承認させたが、マウリッツおよびカルヴィニスト派と激しく対立
し、1618 年捕えられて翌年処刑された。

16． 1647-1706. フランスの哲学者。一時カトリックに改宗したが、間もなくプロテスタントに戻る（1670）。1681 年オランダに
移り、ロッテルダムで Nouvelles de la Republique des lettres 誌を刊行、歴史批評辞典を書いた。宗教的教義と自然的理性
とを区別し、教義は多義と矛盾を含み、権威のゆえに信ぜられるのみであるが、人間性徳の理性は宗教がなくても真理と徳
とに達しうるとする合理主義を主張し、また異端者や無神論者に対する寛容を説いた。

17． 1658-1722. フランスの歴史家、哲学者。封建制を最も自由な制度と定義し、フランス貴族制のドイツ起源を強く主張。ヒト
ラーの民族主義の遠い先駆者とされる。

18． 1668 -1741. Frans Burman の息子。
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19． 1630-1699. イギリスの経済学者。イギリス東インド会社理事。1677 年同副総裁、同総裁となる。重商主義者。
20． 1617-1688. イギリスの哲学者。ケンブリッジ・プラトン学派の指導者。ケンブリッジのクレア・ホールのヘブライ語教授

（1645）、クライスツ・カレッジ学長（1654）。ホッブズによって促進された機械論、主我論、無神論の傾向に反対して、プ
ラトン主義の立場から宇宙のうちに精神的、造形的な力を想定して宗教的な目的論をとなえ、道徳的認識の先天的性質を説
いた。

21． 1656-1714. イギリスの経済学者。重商主義期の自由貿易論者。輸出入総督（1705）。三度イングランド下院議員を務める。
重商主義的立場をとったが、一国の経済的発展にとってはある程度の貿易の自由が必要であるとした。政治算術化としても
知られる。

22． 1625-1672. オランダの政治家。ドルトレヒト市長の子。
23． 1689-1765. アイルランドの政治家、ノースカロライナ総督。
24． 1670-1742. フランスの批評家、歴史家。外交官となったが（1695）、後著作に従事（1715）。
25． 1684-1741. ニコラ・デュト Nicolas Dutot のこと。アダム・スミス以前の経済思想家。
26． 1651-1715. フランスの聖職者、思想家、文学者。名門に生まれ、パリに出て神学校に学び、聖職者となり（1675）、オニス、

サントンジュ地方に布教（1685-86;87）、このころすでに Dialoques sur l’eloquence （1718）を著す。神の存在証明（1712）
を書いたルイ十四世の孫ブルゴーニュ公の師傳に任ぜられ（1689）、その教材として Fables（1700）などを著す。

27． c.1650–1713. スコットランドの英国教会聖職者。エディンバラ大学で学位を取得。著作に『エチオピアの教会史』（1696）、
『カトリックに対する小論考集』（1715）など。

28． 1636-1703. イギリスの東洋学者。ボドリアン図書館に勤務（1665-1701）、オックスフォード大学アラビア語教授（1691）、ヘ
ブライ語教授（1697）。またチャールズ二世以来宮廷通訳官であった。

29． 1674-1730.
30． 1650–1729. アイルランド聖公会のダブリン主教。スコットランド人を両親としてアントリムに生まれ、ダブリンのトリニ

ティ・カレッジで学ぶ。1674 年に司祭、1679-89 年ダブリンの聖パトリック大聖堂の尚書係 chancellor となり、1689-91 年
聖堂参事会長を務める。この間、ローマ・カトリックおよび長老派と多くの論争を展開。ウィリアム 3 世の支持者として
ジャコバイト派（ジェイムズ 2 世派）から投獄されるが、1691 年デリ、1703 年ダブリンの主教に任じられた。以後も長老
派との論争を継続しながら、他方でアイルランドの教会の向上のために尽力。主著は「悪の起源について De origine mali」

（1702, 英訳（1703））で、悪の存在（ことに道徳的悪）と神の全能の概念との調停を試みる。
31． 1671-1729. イギリスの財政家、経済学者。フランスで一般銀行設立の許可を得て（1715）、アメリカにおけるフランス植民

地のためにミシシッピ会社を設立し（1717）、フランスの財政に対して大きな勢力を持ったが、紙幣を濫発して財政および
経済恐慌を招いた（1720）。

32． 1657-1736. ヨーハン・クレリクスとも。オランダの改革派信者。ジュネーブで生まれ、アムステルダムで死去。ジュネーブ
で学んでから、グルノーブル、ソミュール、パリ、ロンドンなどに赴く。1679 年リベリウス・デ・サントス Liberius de 
Santos の偽名で Epistolae theologicae 神学的書簡を出版。三位一体、受肉、原罪などの教理に合理主義的説明を加えた。
のちにオランダのアルミニウス派に惹かれてアムステルダムに移り（1684）、同派の神学校で文学と哲学を講ずる。ここで
ジョン・ロックと出会い、すべての教条主義と闘う自由主思想の旗手となる。聖書の批判的研究を展開し、モーセ五書が
モーセによって書かれたことを否定した。

33． 1469-1527. イタリアの政治学者、歴史家。フィレンツェ共和国十人委員会の書記長として（1496-1512）、共和国民兵制度確
立に努力したほか、外交使節として神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の宮廷などに赴いた。メディチ家が再びフィレン
ツェの支配者となるや（1512）、一時逮捕されたのちに引退し、君主論（1532）などを執筆。

34． 1673or74-1747. 英国教会のカンタベリー大主教。オックスフォードのユニヴァーシティ・カレッジに学び、1707 年欽定神学
講座教授に任命された。1715 年オックスフォード主教に聖別され、37 年第 83 代カンタベリー大主教に選出された。

35． 1684 -1764. イギリスの政治家。
36． 1661-1741. フランスの歴史家、教育家。古代史の研究に従事。パリ（1694-95;1720）、ボヴェ Beauvaais （1699-1711）の各大

学総長を歴任したが、ヤンセン派的傾向のため却けられた。
37． c.1630-1689. フランスの錬金術師。
38． 1658-1743. フランスカトリック聖職者、政治・社会問題著述家。本名シャルル・イレネ・カステル。シェルブール近郊サ

ン・ピエール・シグリーズ城で生まれ、パリで死去。イエズス会学校で学ぶ。1695 年にアカデミー会員に加えられ、同年
ティヨンの修道院長。1712 年ユトレヒト和議に枢機卿ポリニャクに随伴、その経験をもとに Projet de paix perpetuelle「永
遠平和の草案」3 巻（1713）を著し、カント・ルソーらの平和論にも影響を及ぼした。

39． 1588-1653. フランスの古典学者。セミュールに生まれる。パリで勉学中カソボンと相知ってプロテスタントに改宗、やがて
ハイデルベルクに転学した。ラテン、ギリシアの古典に精通して古典作家の諸著を公刊し、またローマ法や軍政についての
論著がある。オランダのライデン大学教授となる（1632）。一時スウェーデン女王クリスティーナに招かれた（1650-51）。
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40． 1622-1690. フランスの商人、経済学者。財を成した後に小間物商をやめ（1658）、王領地の管理人となったが、フーケの失
脚（1661）と関連しこの地位を失った。著『完全な商人 Le parfait negociant』（1675）は全ヨーロッパで翻訳された。

41． 1628-1699. イギリスの政治家、著述家。1666 年ブリュッセル駐在使節としてハーグに赴き、イギリス・オランダ・スウェー
デン三国同盟を締結した。1669 年ハーグ駐在大使となったが、1671 年にチャールズ二世の対仏密約により覆され引退。再
びハーグ駐在大使となる（1674-79）。1677 年オレンジ公ウィリアム（ウィリアム三世）とメアリ（メアリ二世）の結婚を成
立させた。1679 年枢密院改革を図ったが失敗、1681 年に引退した。

42． 1633-1707. フランスの武将、戦術家、築城家。
43． 1618-1689. ウィンザーの聖職者。ライデンに生まれた。父はオランダの人文主義神学者ゲラルドゥス・ウォッシウス。

 「Ⅱヒュームによって引用された近代の著述家たちや諸著作」で書名が上げられているものは、“Sad-der”以外はほぼすべ
て（巻数の多いものだとそれらのうちで欠けているものもあるようであるが）オンライン上で閲覧が可能である。
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彙報

東洋大学国際哲学研究センター 2014 年度研究成果概要
（2015 年 1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は 2011 年５月末に「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」として採択され同年７月１日

に正式に発足しました。その趣旨として私たちは以下のことを掲げております。

　「グローバル化が進み、価値観の多様化とともに、未来への方向性を見極めかねている現代社会にあって、人間

と社会のあり方を根源的に問い直す哲学的探究が求められています。本センターはこの地球的課題に応えるために

哲学研究の国際的ネットワークを形成し、井上円了哲学の現代的役割を国際的に発信するとともに、東西思想の差

異するところを踏まえつつ世界的連携を創出することを目指します。」

　そして次の三つのユニットをつくりました。

　　①第１ユニットは、明治以降の日本思想、特に本学の創立者である井上円了の哲学を全世界的に発信します。

そのために円了哲学を深めるとともに国際井上円了学会の設立に向けての研究事業を推進します。

　　②第２ユニットは、三つのユニットを理論的かつ実践的な手立てで方法論的に支えるとともに、世界的に共有

可能な諸学の基盤をなす新たな「普遍的方法論」の構築を目指します。実践的課題としては「ポスト福島の

哲学」を設定しております。

　　③第３ユニットは、不安定な相対主義とそれの裏腹である一極主義の浸透により争乱と混乱のうちにある現代

社会に対して「共生」を鍵に東洋的思想の特質を積極的に取りだしつつ、単なる多様性（variety）ではな

く別個性（diversity）を乗り越える新しい世界観を提示すべく努めます。

本センターのあゆみ

　　2014 年	４月 19 日	 第２ユニット「方法論」研究会①：山口祐弘（東京理科大学、IRCP 客員研究員）

「ドイツ観念論の課題と方法─近代哲学の超克に向けて─」

	 ４月 23 日～ 27 日	 国際井上円了学会「ハンガリー研究集会」

	 ４月 30 日	 第４回総会

	 ５月 14 日	 第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（1）：ゲレオン・コ

プフ（ルーター大学、IRCP 客員研究員）「表現の倫理─仏教哲学における非二元

論の現代哲学への適用」

	 ５月 27 日	 第３ユニット出張報告会：山村（関）陽子（IRCP	PD）「自然・人間・社会の共

生のために」

	 ５月 30 日	 第２ユニット「ポスト福島の哲学」①研究会：堀切さとみ（ドキュメンタリー映

像作家）「映画『原発の町を追われて～避難民・双葉町の記録』上映会および講

演会」

	 ６月 11 日	 第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（2）：吉田公平（東

洋大学名誉教授、IRCP 客員研究員）「心学の変身─西田幾多郎の「修養」と「研

究」、夏目漱石「こころ」の苦悩─」

	 ６月 21 日	 第２ユニット「方法論」研究会②：渡辺博之（東洋大学非常勤講師、IRCP 客員

研究員）「スピノザの「方法」について」
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	 ７月２日	 第２ユニット「方法論」シンポジウム①「方法の越境性、あるいは越境の方法」

	 ７月５日	 第３ユニット連続研究会「文字化された宗教教典の形成とその意味─多文化共生

を図るツールを考える─」第一回目：園田稔（京都大学名誉教授）「神社縁起の

形成と現在」、宮家準（慶應義塾大学名誉教授）「修験道の教典形成と天台宗─

『渓嵐拾葉集』と『寺門伝記補録』を通して」

	 ７月９日	 第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（3）：岡田正彦（天

理大学、IRCP 客員研究員）「梵暦運動史の研究─ 19 世紀の日本における仏教科

学の展開─」

	 ７月 12 日	 第３ユニット研究会「自然との共生」：江藤匠（東洋大学非常勤講師）「イタリア

古典期の肖像画におけるフランドル絵画の影響について─レオナルド・ダ・ヴィ

ンチの作例を中心に」

	 ７月 26 日	 第３ユニット研究会「自然との共生」：金子智太郎（東京藝術大学）「同調の技法

──デヴィッド・ダンのサイト ‐ スペシフィック・ミュージック」、コメンテー

ター：伊東多佳子（富山大学、IRCP 客員研究員）

	 ８月 17 日～ 25 日	 第３ユニット海外研究「オーストリアにおける多文化共生研究集会・国際学会参

加」

	 ８月	 『国際哲学研究』別冊４「〈法〉の移転と変容」刊行

	 ９月 10 日	 第１ユニット研究会：ウルリッヒ・ジーク（マールブルク大学）「善の曖昧さ─

精神の戦争におけるドイツ人の教授達─」

	 ９月 13 日	 国際井上円了学会　第３回学術大会

	 ９月 24 日	 全体シンポジウム「国際化とは何をすることなのか─東洋大学国際哲学研究セン

ターの「これまでとこれから」─」

	 ９月 27 日	 第２ユニット「ポスト福島の哲学」②研究会：西谷修（立教大学）「技術とカタ

ストロフィ」

	 ９月	 ニューズレター（日・英）Vol.	8 刊行

	 10 月８日	 第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（4）：出野尚紀（東

洋大学東洋学研究所客員研究員、IRCP 客員研究員）「明治期と自然災害」

	 10 月 11 日	 WEB 国際会議：理性と経験　―スピノザ哲学の方法

	 10 月 18 日	 第３ユニット連続研究会「文字化された宗教教典の形成とその意味─多文化共生

を図るツールを考える─」第２回目：榎本文雄（大阪大学）「初期仏典の形成と

異宗教との共存」、堀内俊郎（IRCP 研究助手）「『楞伽経』の形成と、その外教批

判に見る多文化共生への智慧」

	 10 月 21 日	 第３ユニット連続研究会「文字化された宗教教典の形成とその意味─多文化共生

を図るツールを考える─」第３回目：松田和信（佛教大学）「インドから中央ア

ジアへ─インド語出土写本から見たバーミヤンの仏教─」

	 10 月 22 日	 第３ユニット連続研究会「多文化共生を考える」第１回「オーストリアにおける

多文化共生研究集会・出張報告会」：宮本久義（IRCP）「ヒンドゥー教聖地にお

ける共生の問題」、渡辺章悟（IRCP）「大乗経典における慈悲と憐愍」、堀内俊郎

「『楞伽経』における外教の涅槃観批判─仏教的観点からの多文化共生哲学の構築

に向けて」

	 10 月 25 日	 第２ユニット研究会・白山哲学会共催「村上勝三最終講義：超越の方法─デカル

トの途」

	 10 月	 『国際哲学研究』別冊５「哲学と宗教─シェリング Weltalter を基盤として」刊行

	 11 月６日	 東洋大学国際哲学研究センター・東国大学校仏教大学共同研究「20 世紀以後に
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おける韓日両国仏教の変遷について」秋期セミナー

	 11 月８日	 学術研究推進センター共催・国際シンポジウム「人間は何を知り、何を考えてき

たのか？─伝統的な知の集積と近代科学の接点を探る─」

	 11 月 12 日	 第 1 ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（5）：白井雅人（IRCP

研究助手）「西田幾多郎『善の研究』の人間観と世界観」

	 11 月 19 日	 第３ユニット連続研究会「多文化共生を考える」第２回：菊地章太（IRCP）「教

会に門松を立ててよいか—イエズス会のアジア布教における衝突・妥協・融合」、

井上忠男（学校法人日本赤十字学園、IRCP 客員研究員）「危機に立つ人道～共生

社会の普遍的価値と赤十字運動」

	 11 月 22 日	 第２ユニット「ポスト福島の哲学」③シンポジウム：「原発事故後のエネルギー

と本当の豊かさ」

	 11 月 29 日	 第３ユニットシンポジウム「精神性に与える瞑想の効果」

	 12 月 10 日	 第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（6）：相楽勉（IRCP）

「「美学」の受容にみる明治期における人間観・世界観」、岩井昌悟（IRCP）「日

本近世の仏伝に見る日本人の人間観─『釈迦如来誕生会』と『釈迦御一代記図会』

─」

	 12 月 13 日	 第３ユニット国際シンポジウム「共生の哲学に向けて：イラン・イスラームとの

対話─井筒俊彦の共生哲学─」

	 12 月 30 日～	 研究調査「京都・奈良の宗教行事に見る多文化共生の実態の調査および僧侶から

	 2015 年１月２日	 のインタビュー調査」：渡辺章悟、堀内俊郎

	 １月５日～ 10 日	 第２ユニット「ポスト福島の哲学」展示「ポスト・フクシマ・インスタレーショ

ン」：［設計デザイン］大崎晴地（アーティスト）

	 １月 14 日	 第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（7）：西村玲（中村

元東方研究所、IRCP 客員研究員）「釈迦仏からゴータマ・ブッダへ──釈迦信仰

の思想史」

	 １月 21 日	 第３ユニット連続研究会「多文化共生を考える」第３回：曽田長人（IRCP）

「レッシングの宗教思想」、バフマン・ザキプール（東洋大学大学院博士後期課程）

「現代イランにおける諸宗教の共生の実態と課題」

	 １月	 Blu-ray 作品『セルフ・セットアップ・アゲイン　記憶への旅立ちの日々に』刊行

	 ２月 17 日	 第２ユニット方法論研究会③「方法の越境性、あるいは越境の方法」検討会：村

上勝三、沼田一郎、坂井多穂子（IRCP）、［司会］武藤伸司（IRCP 研究助手）

	 ２月 18 日	 第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（8）：三浦節夫「日

本近代における伝統の「発見」─井上円了の『仏教活論序論』」

	 2 月 25 日	 第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（9）：小坂国継（日

本大学名誉教授、IRCP 客員研究員）「大西祝と『良心起原論』」

	 2 月 28 日	 第２ユニット「方法論」シンポジウム②「哲学の方法としての翻訳の意義」

	 3 月 13 日	 第 1 ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（10）：小路口聡

（IRCP）

	 3 月 16 日	 第２ユニット方法論研究会④：ゲオルク・シュテンガー（ウィーン大学）「間文

化哲学　─方法論の内と外」

	 3 月 18 日	 第 3 ユニット連続研究会「多文化共生を考える」第 4 回：小野純一（IRCP 客員

研究員）「イスラームとテロリズム」；渡辺章悟、堀内俊郎（IRCP 研究助手）「京

都・奈良の宗教行事に見る多文化共生の実態の調査および僧侶からのインタ

ビュー調査」出張報告
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	 3 月 19 日	 東洋大学国際哲学研究センター・東国大学校仏教大学共同研究「20 世紀以後に

おける韓日両国仏教の変遷について」春期セミナー

	 3 月	 『国際哲学研究』別冊 6「共生の哲学に向けて─宗教間の共生の実態と課題」刊

行

	 3 月	 ニューズレター（日・英）Vol.	9 刊行

	 3 月	 『国際井上円了研究』第 3 号刊行

	 3 月	 『国際哲学研究』4 号刊行

研究組織

研究員・研究助手・RA

【第 1 ユニット】

　　竹村牧男、相楽勉☆、小路口聡○、岩井昌悟◎、伊吹敦、三浦節夫、柴田隆行

【第 2 ユニット】

　　村上勝三★、野間信幸、河本英夫、沼田一郎◎、坂井多穂子○、清水高志、大野岳史、

　　オバーグ・アンドリュー

【第 3 ユニット】

　　宮本久義☆◎、長島隆○、永井晋○、山口しのぶ、橋本泰元、渡辺章悟、朝倉輝一、菊地章太、曽田長人、

　　下田好行

　　（★＝センター長　☆＝副センター長　◎＝プロジェクトリーダー　○＝副プロジェクトリーダー）

【研究助手】

　　白井雅人、武藤伸司、堀内俊郎

【研究支援者】

　　山村（関）陽子

【プロジェクト・リサーチ・アシスタント】

　　竹中久留美、三澤祐嗣

客員研究員（50音順）

	 アグスティン・ハシント＝サバラ（ミチョアカン大学院大学）石田安実（お茶の水女子大学特任准教授）、出野

尚紀（東洋大学東洋学研究所客員研究員）、伊東多佳子（富山大学准教授）、稲垣諭（自治医科大学教授）、井上

忠男（学校法人日本赤十字学園常務理事）、大西克智（熊本大学准教授）、岡田正彦（天理大学教授）、小野純一、

鎌田東二（京都大学教授）、黒田昭信（ストラスブール大学准教授）、ケネス・田中（武蔵野大学教授）、小坂国

継（日本大学名誉教授）、呉震（復旦大学教授）、コプフ・ゲレオン（ルーター大学教授）、斎藤明（東京大学教

授）、佐藤厚（専修大学特任教授）、武内大（東洋大学非常勤講師）、土屋俊（大学評価・学位授与機構教授）、西

村玲（公益財団法人中村元東方研究所専任研究員）、バイカル（桜美林大学准教授）、フレデリック・ジラール

（フランス極東学院教授）、マルクス・ガブリエル（ボン大学教授）、村松聡（早稲田大学教授）、山内廣隆（広島

大学特任教授）、山口一郎（東洋大学特任教授）、山口祐弘（東京理科大学教授）、吉田公平（東洋大学名誉教授）、

ライナ・シュルツァ（井上円了研究センター客員研究員）、渡辺博之（東洋大学非常勤講師）、鈴木泉（東京大学

准教授）、津崎良典（筑波大学助教）

評価委員（50音順）

　浅野清（東洋大学教授）

　加藤尚武（京都大学名誉教授、鳥取環境大学名誉学長）

　クラウス・リーゼンフーバー（上智大学名誉教授）
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　清水博（東京大学名誉教授）

　高山守（東京大学名誉教授）

研究成果の概要（2015 年 1月 1日現在。それ以降のものは予定）

【シンポジウム】

１.	 方法論シンポジウム「方法の越境性、あるいは越境の方法」（東洋大学白山キャンパス 8 号館 M2 階第 2 会議

室、2014 年 7 月 2 日）

　　村上勝三（IRCP）「デカルト哲学研究の技法について─技法の共有からネットワークの構築へ」

　　沼田一郎（IRCP）「インド学・インド哲学について」

　　坂井多穂子（IRCP）「「方法の越境性、あるいは越境の方法」──中国古典文学の場合──」

　　司会：武藤伸司（IRCP 研究助手）

２.	 シンポジウム「国際化とは何をすることなのか─東洋大学国際哲学研究センターの「これまでとこれから」

─」（東洋大学白山キャンパス 5 号館 4 階 5404 教室、2014 年 9 月 24 日）

　　開会あいさつ：村上勝三

　　第 1 ユニット【日本哲学の再構築に向けた基盤的研究】

　　三浦節夫「井上円了研究の国際化に向けて」

　　岩井昌悟「近代日本哲学を問い直す」

　　第 2 ユニット【東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究】

　　村上勝三「方法論研究・ポスト福島の哲学」

　　沼田一郎（IRCP）「〈法〉概念研究─〈法〉の多様性とその可能性を探る」

　　第 3 ユニット【多文化共生社会の思想基盤研究】

　　宮本久義「アジアにおける多文化共生社会」

　　永井晋（IRCP）「イラン・イスラームにおける多文化共生思想」

　　全体討論　司会：相楽勉

　　閉会あいさつ：宮本久義

３.	「ポスト福島の哲学」③シンポジウム：「原発事故後のエネルギーと本当の豊かさ」シンポジウム「ポスト福島

の哲学：原発事故と食の現状」（東洋大学白山キャンパス 6 号館 3 階 6302 教室、2014 年 11 月 22 日）

　　高田久代（国際環境 NGO	グリーンピース・ジャパン）「日本全国、稼動原発ゼロ 1 年──でんきのこれから

を、みんなでつくる」

　　村上真平（「なないろの空」代表）「未来に向けて、私たちが望む本当の豊かさとは」

　　総合討論：［司会］村上勝三

４.	 シンポジウム「精神性に与える瞑想の効果」（東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール、2014 年 11

月 29 日）

　　開会あいさつ：渡辺章悟

　　番場裕之（日本ヨーガ光麗会）「ヨーガ派の瞑想～一境集中への架け橋～」

　　蓑輪顕量（東京大学）「上座仏教と大乗仏教の瞑想─その共通性」

　　ケネス田中（武蔵野大学、IRCP 客員研究員）「アメリカにおけるマインドフルネス・ブーム─現代社会への

影響とその意義」

　　総合討論　司会：渡辺章悟

　　閉会あいさつ：宮本久義
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５.	 国際シンポジウム「共生の哲学に向けて：イラン・イスラームとの対話─井筒俊彦の共生哲学─」（東洋大学

白山キャンパス 5 号館井上円了記念ホール、2014 年 12 月 13 日）

　　【第 1 部：講演】

　　開会あいさつ：村上勝三

　　駐日イラン大使よりごあいさつ：レザー・ナザルアーハリ駐日イラン・イスラム共和国特命全権大使

　　アブドッラヒーム・ギャヴァーヒー（元駐日イラン大使、世界宗教センター）「グローバル化時代における文

化交流についてのいくつかの考察」

　　カーゼム・ムーサヴィー・ボジュヌールディー（グレート・イスラミック・エンサイクロペディア・センター）

「イランにおける百科事典編纂に関する一考察」

　　──特別展示会「イラン文化のゆうべ」──

　　【第 2 部：シンポジウム「井筒俊彦の共生思想」】

　　エフサン・シャリーアティー（元テヘラン大学）「現代の「イラン的イスラム」哲学におけるコルバンと井筒

の役割に関する導入的比較研究：ハイデガーからマシニョンまで」

　　ナスロッラー・プールジャヴァーディー（元テヘラン大学）「井筒俊彦のイラン神秘主義哲学に対する関心」

　　コメント：竹下政孝（東京大学名誉教授）

　　総合討論　司会：永井晋

　　閉会あいさつ：宮本久義

6.	 方法論シンポジウム「哲学の方法としての翻訳の意義」（東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階スカイホール、

2015 年 2 月 28 日）

　　発表者：神崎繁（専修大学）、中畑正志（京都大学）

　　特定質問：土橋茂樹（中央大学）

　　司会：村上勝三

　　【国際講演会・国際会議】

１.	「オーストリアにおける多文化共生海外研究」（2014 年 8 月 17 日～ 25 日）

　　【インスブルック研究集会：「多文化共生社会に向けて－宗教・思想に何ができるか？」（インスブルック大学

セミナー室、2014 年 8 月 18 日 -19 日）】

　　ルィトゥガード・ソーニー「間文化的な文脈における物語の重要性」

　　ジャヤンドラ・ソーニー（インスブルック大学講師）：「非暴力と、間文化的対話におけるその役割」

　　渡辺章悟：「大乗経典における慈悲と憐愍」

　　宮本久義：「ヒンドゥー教における個人と社会」

　　【国際仏教学会第 17 回大会（於ウイーン大学、2014 年 8 月 22 日）】

　　堀内俊郎「『楞伽経』における外教批判─仏教的観点からの多文化共生哲学の構築に向けて」

２.	 WEB 国際会議「理性と経験─スピノザ哲学の方法─」（東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階特別会議室、

2014 年 10 月 11 日）

　　講演者：ピエール - フランソワ・モロー（フランス高等師範学校リヨン校）「理性と経験─スピノザ哲学の方

法について」

　　特定質問１：大西克智（熊本大学、IRCP 客員研究員）

　　特定質問２：渡辺博之（東洋大学非常勤講師、IRCP 客員研究員）

　　特定質問３：藤井千佳世（日本学術振興会特別研究員）

　　司会：村上勝三
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３.	 東洋大学国際哲学研究センター・東国大学校仏教大学共同研究「20 世紀以後における韓日両国仏教の変遷に

ついて」秋期セミナー（韓国・東国大学校仏教大学、2014 年 11 月 8 日）

　　開会式

　　開会の辞：鄭承碩（東国大学校仏教大学）

　　祝辞：竹村牧男（IRCP）

　　祝辞：朴正克（東国大学校佛教大学）

　　竹村牧男「近代日本の仏教界と井上円了」

　　金浩星（東国大学校仏教大学）「井上円了の解析学的方法論 :	奮闘哲学を中心に」

　　以上、司会（禹濟宣）、通訳（朴基烈 )

　　三浦節夫（IRCP）「井上円了と東アジア（一）─井上円了の朝鮮巡講」

　　姜文善（慧謜スニム）（東国大学校仏教大学）「近代期韓日の比丘尼の存在様相に対する時論的考察─宗制の変

遷を中心に」

　　佐藤厚（専修大学、IRCP 客員研究員）「100 年前の東洋大学留学生、李鐘天─論文「仏教と哲学」と井上円了

の思想」

　　高榮燮（東国大学校仏教大学）「大韓時代の日本の留学生達の仏教研究の動向」

　　以上、司会（金浩星）、通訳（朴基烈）

　　質疑・応答及び討論

　　閉会式

　　講評：竹村牧男

　　全体総括：鄭承碩（東国大学校仏教大学）

４.	 東洋大学国際哲学研究センター・東国大学校仏教大学共同研究「20 世紀以後における韓日両国仏教の変遷に

ついて」春期セミナー（東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール、2015 年 3 月 19 日）

　　開会挨拶：竹村牧男

　　慧謜スニム

　　佐藤厚「1917 年、朝鮮仏教界首脳部の日本訪問」（仮題）

　　高榮燮「萬海	韓龍雲の日本認識」

　　三浦節夫「日本近代における伝統の「発見」─井上円了の『仏教活論序論』」

　　金浩星「日本仏教と韓国仏教の親縁性－柳宗悦の「南無阿弥陀仏」を中心として－」

　　竹村牧男「西田幾多郎の禅思想について」

　　慧謜スニム「近代時期の韓日比丘尼の修行生活と悟り」

　　総合討論

　　閉会挨拶：村上勝三

【発行物】

１.	『国際哲学研究』別冊 4「〈法〉の移転と変容」（2014 年 8 月刊行）

　　目次

　　はじめに（沼田一郎）

　　長谷川晃（北海道大学大学）「異法融合の秩序学─ < 法のクレオール > の視座から─」

　　岡孝（学習院大学）「明治民法起草過程における外国法の影響」

　　二宮正人（サンパウロ大学）「19 世紀におけるブラジルの独立および共和制移行後の法典化」

　　浅野宜之（大阪大谷大学）「インド文化と近代法」

　　桑原尚子（高知短期大学）「イスラーム法と政治－マレーシアにおける一夫多（ポリガミー）をめぐる論争か

ら」
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　　Sima	Avramovic	 (University	 of	Belgrade)	 “Serbian	Law	between	Roman-Byzantine	 and	Austrian	

Traditions”

　　シマ・アヴラモヴィッチ（ベオグラード大学）、翻訳：松本英実（青山学院大学）「セルビア法─ローマ・ビザ

ンツとオーストリアの法伝統の間で」

２.	『国際哲学研究』別冊 5「哲学と宗教─シェリング Weltalter を基盤として」（2014 年 10 月刊行）

　　目次

　　まえがき（長島隆）

　　第 1 部【講演】と【発表】

　　Markus	Gabriel	(Bonn	University)	“Die	Ontologie	der	Prädikation	in	Schellings	Die	Weltalter”

　　マルクス・ガブリエル（ボン大学）、翻訳：小野純一（ベルギー・ゲント大学臨時講師、IRCP 客員研究員）

「シェリング『世界年代』の述定存在論」

　　Markus	Gabriel	“Die	Zeitphilosophie	in	Schellings		Weltaltern”

　　マルクス・ガブリエル、翻訳：中島新（一橋大学大学院博士後期課程）「シェリング『世界年代』における時

間哲学」

　　第 2 部【「哲学と宗教─シェリング Weltalter を基盤として」シンポジウム】

　　菅原潤（長崎大学）「悪論と神話論のあいだ─シェリング『世界の年代』（Weltalter）の射程」

　　岡村康夫（山口大学）「シェリングにおける哲学と宗教について」

　　永井晋（IRCP）「神の収縮（ツィムツム）─シェリング『世界年代』とルリアのカバラー─」

　　小野純一「収縮をめぐるシェリングとイブン = アラビー」

　　総合討論

　　論文

　　長島隆（IRCP）「Weltalter の研究動向とマルクス・ガブリエルのシェリング研究」

３.	 Blu-ray 作品『セルフ・セットアップ・アゲイン　記憶への旅立ちの日々に』（2015 年 1 月刊行）

　　作・演出・プロデュース：河本英夫

　　制作：嶺村圭

　　映像提供：畑一成、坂井多穂子、渡名喜庸哲、相楽勉、岩崎大、曽田隼人

４.	『国際哲学研究』別冊 6「共生の哲学に向けて─宗教間の共生の実態と課題」（2015 年 3 月刊行）

　　目次

　　まえがき（宮本久義）

　　【シンポジウム「宗教間の共生は可能か」】

　　シンポジウム「宗教間の共生は可能か」概要（渡辺章悟）

　　釈悟震（中村元東方研究所）「異宗教間の共存は可能か─仏教国スリランカを中心に」

　　バイカル（桜美林大学、IRCP 客員研究員）「モンゴル帝国時代の仏教とキリスト教─カラコルムの宗教弁論

大会を中心として─」

　　菅野博史（創価大学）「富永仲基と平田篤胤の仏教批判」

　　【シンポジウム「精神性に与える瞑想の効果」】

　　シンポジウム「精神性に与える瞑想の効果」概要（渡辺章悟）

　　番場裕之（日本ヨーガ光麗会）「ヨーガ派の瞑想～一境集中への架け橋～」

　　蓑輪顕量（東京大学）「上座仏教と大乗仏教の瞑想─その共通性」

　　ケネス田中（武蔵野大学、IRCP 客員研究員）「アメリカにおけるマインドフルネス・ブーム─現代社会への

影響とその意義」
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５.	『国際哲学研究』4 号（2015 年 3 月刊行）

国際井上円了学会

【概要】

趣旨

　日本が近代国家の体制を模索し始めた明治初期、井上円了という一人の優れた哲学者・教育者が現れました。彼

は日本の哲学研究の礎を築き、哲学教育に基づく人材育成のための学校・「私立哲学館」を開き、また全国を奔走

して一般民衆の知性の開発に尽力するなど、生涯にわたり広く教育事業に挺身した人でした。さらに井上円了は哲

学関係を初めとする膨大な著作を残すなど、多彩な業績を認めることができます。

　日本の近代化の初期にあって、三度の海外視察をふまえ、哲学という観点から民衆の教育と社会の改革・改良に

大きな役割を果たし、その後の日本の行方に少なからぬ影響を与えた一人の人間の足跡は、今日、あらためて深く

顧みられてよいでしょう。

　「私立哲学館」を継承した東洋大学では、2011 年度、国際哲学研究センターを設立し、国際的な連携のもとに井

上円了に関する研究を強力に推進することにしました。このことにともない、「国際井上円了学会」を立ち上げ、

定期もしくは不定期の学術大会・研究集会を開催するなどの活動を行います。

設立年月日

　2012 年 9 月 15 日

役員組織

　会長：竹村牧男（～ 2014 年 9 月）、三浦節夫（2014 年 9 月～）

　副会長：三浦節夫（～ 2014 年 9 月）、岩井昌悟（2014 年 9 月～）

　理事：	村上勝三、相楽勉、黒田昭信、大熊廣一、佐藤将之、柴田隆行、フレデリック・ジラール、呉震、コプ

フ・ゲレオン、ウルリッヒ・ジーク、ライナ・シュルツァ、王青、元永常、ウィリアム・ボディフォード

【研究活動】

１.	 国際井上円了学会　エトベシュ・ロラーンド大学共催　ハンガリー研究集会（ハンガリー、エトベシュ・ロ

ラーンド大学、2014 年 4 月 24 日～ 25 日）

　【公開講演会】（2014 年 4 月 24 日）

　　竹村牧男「日本人の宗教生活と仏教」

　【研究集会】「井上円了と明治時代の日本─哲学・宗教・教育をめぐって」（2014 年 4 月 25 日）

　　開会の辞：コロマン・ブレンネル（エトヴェシュ大学）

　　研究発表［午前の部］「明治期の哲学者・教育者　井上円了」

　　　司会：梅村裕子（エトヴェシュ大学）、竹村牧男

　　三浦節夫（IRCP）「井上円了の生涯」

　　竹村牧男（IRCP）「明治期の仏教界と井上円了」

　　岩井昌悟（IRCP）「井上円了の教育と仏教」

　　フレデリック・ジラール（フランス極東学院、IRCP 客員研究員）「明治時代に於ける哲学と宗教学─円了の

場合とその周辺─」

　　ライナ・シュルツァ（IRCP 客員研究員）「後期円了の良心論」

　　朝倉輝一（IRCP）「井上円了の後期の思想について」

　　研究発表［午後の部］「明治時代の日本の思想と学問」　司会：サボー・バラージュ（エトヴェシュ大学）、エ

シュバッハ・サボー・ヴィクトリア（チュービンゲン大学）
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　Ⅰ．宗教・言語学・教育

　　梅村裕子「『政教日記』における井上円了のキリスト教観」

　　エシュバッハ・サボー・ヴィクトリア「上田萬年と新しい言語学」

　Ⅱ．思想史を中心に

　　ファルカシュ・イルディコー（カーロリ大学）「伝統は架空か実存か？明治時代のイデオロギーについての考

察」

　　サボー・バラージュ「西洋哲学の流れを汲む明治の思想」

　　タコー・フェレンツ（エトヴェシュ大学大学院生）「丸山真男は明治維新の『新』をどう観たか？」

　　閉会の辞：三浦節夫

２.	 国際井上円了学会第 3 回学術大会（東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール、2014 年 9 月 13 日）

　　開会あいさつ：竹村牧男

　　一般発表

　　長谷川琢哉（大谷大学）「スペンサーと円了」

　　甲田烈（相模女子大学）「「不思議」の相含構造 :	井上円了と南方熊楠をめぐって」

　　佐藤厚（専修大学、IRCP 客員研究員）「吉谷覚寿の思想と井上円了」

　　寅野遼（東洋大学大学院博士前期課程）「井上円了における中心の諸問題」

　　ラルフ・ミュラー（京都大学）「井上円了の『禅宗哲学序論』における禅に関するメタ理論の分類」

　　特別講演

　　ウルリッヒ・ジーク（マールブルク大学）「大なる総合を求めて─ 1900 年頃の哲学」

　　閉会あいさつ：村上勝三

【発行物】

１.	『国際井上円了研究』第 3 号（2015 年 3 月刊行）

研究論文等の発表

著書

河本英夫『＜わたし＞の哲学──オートポイエーシス入門』（角川書店、2014 年 5 月、pp.	1-230）

三浦節夫『新潟県人物小伝　井上円了』（新潟日報事業社、2014 年 5 月、pp.	1-112）

菊地章太『阿修羅と大仏』（幻冬舎ルネッサンス新書、幻冬舎、2014 年 6 月、pp.	1-230）

村上勝三『知の存在と創造性』（知泉書館、2014 年 11 月、pp.	1-243）

河本英夫『エキサンティング・エコ』（私家版、2014 年 12 月）

菊地章太『エクスタシーの神学	—	キリスト教神秘主義の扉をひらく』（ちくま新書、筑摩書房、2014 年 12 月、

pp.	1-224）

堀内俊郎［共著］「般若経のキーワード」（五蘊、不可得、無自性、空、十八空、真如、一切智、三解脱門）『般若

経大全』（春秋社、2015 年 1 月、pp.	1-536（pp.	122-140））

渡辺章悟［共編著］『般若経大全』（春秋社、2015 年 1 月、pp.	1-536）

関陽子［共著］「環境哲学・倫理学からみる「鳥獣被害対策」の人間学的意義」（『環境哲学と人間学の架橋』世織

書房、2015 年 2 月、pp.	167-198）

研究論文

オ バ ー グ・ ア ン ド リ ュ ー　“The	trolley	trap,	or	Some	（more）	problems	with	utilitarian	decision-making”	

（Philosopher,	April	19,	2014、<http://philosopher.io/Utilitarian-Blood-on-the-Tracks>、2014 年 4 月）
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河本英夫「システム的精神病理」（『臨床精神病理』Vol.35、pp.	51-58、2014 年 4 月）

野間信幸「張文環の生涯と文学活動」（『台湾近現代文学史』研文出版、pp.	143-155、2014 年 5 月）

オバーグ・アンドリュー　“This	has	got	nothing	to	do	with	George”	（Think,	13（37）、pp.	47-55、2014 年 6 月）

大野岳史「スピノザにおける迷信と預言」（『宗教研究』379 号、pp.75-98、2014 年 6 月）

オバーグ・アンドリュー　“Our	present	absence:	Some	thoughts	on	space”	（『駿河台大学論叢』48 号、pp.	133-

145、2014 年 7 月）

菊地章太「聖なる木にやどるもの」（人間文化研究機構監修『HUMAN	知の森へのいざない』6 号、平凡社、pp.	

65-68、2014 年 7 月）

菊地章太「無為と無事の渇仰	—	中国道教が求めるしあわせのありよう」（『宗教研究』第 88 巻第 2 輯、pp.	3-23、

2014 年 9 月）

三浦節夫「井上円了と東アジア（１）- 井上円了の朝鮮巡講」（『井上円了センター年報』23 号、pp.	83-124、2014

年 9 月）

山 口 一 郎［ 共 著 ］“Philosophie	 in	Japan”（Raimund	Wördemann;	Karin	Yamaguchi	ed.,	Länderbericht Japan、

Bundeszentrale	für	politische	Bildung,	pp.		390-404,	2014 年 9 月）

村上勝三「知性と創造性」（哲学会編『哲学雑誌』第 129 巻、第 801 号、pp.	1-33、2014 年 10 月）

清水高志「交差（キアスム）交換と人間」（『現代思想』2015 年 1 月号、青土社、pp.	58-69、2014 年 12 月）

曽田長人「ヴェルナー・イェーガーの「第三の人文主義」と、その根源」（東洋大学経済研究会『経済論集』第 40

巻第 1 号、pp.	127-150、2014 年 12 月）

オバーグ・アンドリュー	“The	benefits	of	being	watched”	（Ethical Perspectives,	21（4）、pp.	513-538、2014 年）

長島隆「Weltalter の研究動向とマルクス・ガブリエルのシェリング研究」（『国際哲学研究』別冊 5、pp.	142-161、

2014 年 12 月）

山口祐弘	“Die	Wissenschaftslehre	1812 ─ Idee	und	Aufgabe	der	Wissenschaftslehre	beim	spaeten	Fichte ─ ”

（Nagasawa;	 Irie;	Koyo	Verlag	ed.,	Das Gesamtbild der Fichteschen Wissenschaftslehre,	pp.	161-177,	Dezember,	

2014）

長島隆「ヴァハターとスピノザ主義－ Ensoph をめぐって」（『スピノザーナ』第 14 号（スピノザ協会年報 2013）、

pp.	1-26、2015 年 1 月）

大野岳史「スピノザの真理論における denominatio はデカルト的か？」（『白山哲学』49 号、2015 年 2 月）

河本英夫「ラディオアクティヴ奥の細道」（『白山哲学』49 号、2015 年 2 月）

河本英夫「エコ・フィロソフィーとは何か」（『「エコ・フィロソフィ」研究』第 9 号、2015 年 3 月）

河本英夫「大地の熱──八丈島」（『「エコ・フィロソフィ」研究』第 9 号、2015 年 3 月）

河本英夫「イーストコースト・エクスプレス」（『「エコ・フィロソフィ」研究』第 9 号、2015 年 3 月）

河本英夫「ファンタスティックロード──熊野」（『「エコ・フィロソフィ」研究』第 9 号、2015 年 3 月）

菊地章太「行像東漸史考証」（『東洋学研究』52 号、2015 年 3 月）

白井雅人「赦す神と裁く神──後期西田哲学の宗教論──」（『国際哲学研究』4 号、2015 年 3 月）

堀内俊郎「『楞伽経』70 段における外教の涅槃観批判－仏教的観点による多文化共生の智慧としての「棲み分け」

－」（『国際哲学研究』4 号、2015 年 3 月）

堀内俊郎「梵行・勝義・欲－『釈軌論』第二章の解釈にもとづく語義解釈・現代語訳例と経節 9,	14,	17-22,	30 訳注

－」（『国際哲学研究』4 号、2015 年 3 月）

三浦節夫「森田療法と井上円了」（『日本森田療法学会雑誌』25 巻 2 号、2015 年 3 月）

三浦節夫「哲学館の館外員制度─通信教育の原点として」（『東洋大学通信教育 50 周年史』、2015 年）

三浦節夫「井上円了と高橋九郎」（『近世・近代の地域社会と名望家』報告書、2015 年）

武藤伸司「発生的現象学における自然数の考察とその構成（1）─自然主義の基礎づけに関する現象学的な方法の

一つとして─」（『国際哲学研究』4 号、2015 年 3 月）

武藤伸司「現象学と自然科学の相補関係に関する一考察」（『「エコ・フィロソフィ」研究』第 9 号、2015 年 3 月）
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山口しのぶ「バリ・ヒンドゥー教の人生儀礼─生後３ヶ月の儀礼「トゥルブラニン」を中心に─」（『東洋思想文

化』第 2 号、2015 年 3 月）

吉田公平「『鉄斎研究』所載「鉄斎賛文」読解について」（『東洋学研究』52 号、2015 年 3 月）

吉田公平「大塩平八郎の『儒門空虚聚語』について」（『白山中国学』21 号、2015 年 3 月）

渡辺章悟「六国史に見る般若心経の受容と展開」（『東洋思想文化』第 2 号、2015 年 3 月）

翻訳

吉田公平・小路口聡［ほか共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注　其十七」（『東洋古典學研究』第 37 集、pp.	57-

90、2014 年 5 月）

長島隆［共訳］、ミヒャエル・クヴァンテ『ドイツ医療倫理学の最前線－人格の生と人間の死』」（担当：第 3 章、

リベルタス出版、pp.	55-107、2014 年 12 月）

野間信幸『たばこ小屋・故郷　鍾理和中短篇小説集』（研文出版、2014 年 12 月、pp.	1-205）

吉田公平・小路口聡［ほか共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注　其十八」（『東洋古典學研究』第 38 集、pp.	73-

92、2014 年 12 月）

清水高志［共訳］「ライプニッツ－マルブランシュ往復書簡」（翻訳と解題、『ライプニッツ著作集』第 II 期『第 1

巻　哲学書簡』工作舎、2015 年 3 月）

清水高志［共訳］、Pierre	Lévy『集合的知性』（翻訳と解題、水声社、2015 年 3 月）

吉田公平・小路口聡［ほか共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注　其十九」（『白山中国学』通巻 21 号、2015 年 3

月）

竹中久留美、E.C. モスナー「ヒュームの初期覚書」（1）（『国際哲学研究』4 号、2015 年 3 月）

書評その他

渡辺章悟「大学仏青の今昔－花まつりにちなみ」（『週刊佛教タイムス』2014 年 4 月 3 日花まつり特大号、第 5 面、

2014 年 4 月 3 日）

河本英夫「いのちの尊さを考える」（TIEPh ニュースレター、pp.	1-2、2014 年 4 月）

菊地章太「階段をあがってくる音がする」（『怪』41 号、角川書店、pp.	54-57、2014 年 4 月）

坂井多穂子「中華文人のユーモア」（『改革者』6 月号、pp.	50-51、2014 年 6 月）

菊地章太「ててなし子の系譜」（『怪』42 号、角川書店、pp.	64-65、2014 年 7 月）

渡辺章悟「大乗仏教のトップランナーとしての般若経」（『佛教文化』第 170 号、pp.	2-6、2014 年 8 月 10 日）

河本英夫「イースト・コースティング」（TIEPh ニュースレター、pp.	1-2、2014 年 11 月）

河本英夫「私はどのように動いているのか」（宮本省三氏と対談）（『談　100 号記念選集』水曜社、2014 年 11 月、

pp.	468-460）

菊地章太「天使も悪魔も思いのままに」（『怪』43 号、角川書店、pp.	70-72、2014 年 12 月）

河本英夫「稀本・奇書書評、フーリエ『四運動の理論』、ユング『赤の書』、シュタイナー『人智学』、折口信夫

『死者の書』、荒川修作・マドリンギンズ『意味のメカニズム』」（『へんな本大全』風来堂、2015 年 2 月）

坂井多穂子「中華文人のユーモア──北宋の士大夫」（『改革者』2 月号、2015 年 2 月）

河本英夫 DVD 作品「イノセント・メモリー」（共同制作、2015 年 3 月）

河本英夫「天命反転対話」（田中泯氏と）（『「エコ・フィロソフィ」研究』第 9 号別冊、2015 年 3 月）

河本英夫「ダンスセラピー対話」（岩下徹氏と）『「エコ・フィロソフィ」研究』第 9 号別冊、2015 年 3 月）

渡辺章悟「書評「田中公明著『〈般若学〉入門─チベットに伝わる『現観荘厳論』の教え─』」（大法輪閣、2014）」

（『東方』、2015 年 3 月）
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研究活動

学会・シンポジウム発表

三浦節夫「井上円了の妖怪学」（東アジア文化交渉学会、中国・上海・復旦大学、2014 年 5 月 9 日）

オバーグ・アンドリュー　“After	the	Snowden	 leaks:	Considering	government	surveillance	 from	a	broader	

perspective”（応用哲学会第六回年次研究大会、関西大学高槻ミューズキャンパス、応用哲学会第 6 回研究大会、

2014 年 5 月 10 日）

大野岳史「スピノザと自然の一性」（日本哲学会第 73 回大会、北海道大学、2014 年 6 月 28 日）

オバーグ・アンドリュー　“TEDagogy:	Using	TED	Talks	to	build	critical	 thinking	skills”（全国語学教育学会	

CALL	研究部大会、椙山女学園、2014 年 6 月 6 日～ 8 日）

竹村牧男「西田と大拙の真宗理解をめぐって」（西田哲学会第 12 回年次大会シンポジウム「西田幾多郎と鈴木大

拙」、西田幾多郎記念哲学館（石川県かほく市）、2014 年 7 月 20 日）

長島隆「ドイツ観念論の三つの道」（早稲田大学哲学会【シンポジウム「ドイツ観念論の再検討」】、早稲田大学戸

山キャンパス、2014 年 7 月 19 日）

武藤伸司「学習言語の習得における問題─具体と抽象の思考サイクルの経験─」（日本リメディアル教育学会第 10

回全国大会、東京電機大学、2014 年 8 月 21 日）

堀内俊郎 “Critisism	of	Heretics	 in	the	Laṅkāvatārasūtra:	Towards	constructing	a	philosophy	of	multicultural	

coexistence	from	the	viewpoint	of	Buddhism”（IABS	17、オーストリア・ウイーン大学、2014 年 8 月 22 日）

堀内俊郎「『四巻楞伽』と『楞伽経』－求那跋陀羅（グナバドラ）訳の特徴－」（日本印度学仏教学会、武蔵野大

学、2014 年 8 月 30 日）

大野岳史「スピノザ『エチカ』第四部定理六八備考におけるキリストの霊」（日本宗教学会第 83 回学術大会、同志

社大学、2014 年 9 月 13 日）

堀内俊郎「『楞伽経』の外教批判と多文化の共生」（日本宗教学会第 73 会学術大会、同志社大学、2014 年 9 月 13

日）

白井雅人「The	Re-discovery	of	Chinese	Thought	as	“Philosophy”	in	the	Japanese	Meiji	Period」（日中哲学フォー

ラム、北京外語大学、2014 年 9 月 21 日）

山口しのぶ	“Hinduism	and	Buddhism	in	Nepal ─ The	Cult	of	Kumari	as	a	Symbol	of	Pluralism”（Respect	 for	

Religious	Pluralismand	Multi-cultural	 and	by	 the	 sub-term	Many	Religions	 are	Natural	 and	must	 be	

Respected	for	Establish	the	Harmony	 in	the	World、バリ・インドネシア・Institut	Hindu	Dharma	Negeri	

Denpasar、2014 年 10 月 24 日）

オバーグ・アンドリュー　“Beating	the	bystander	effect:	Surveillance,	moral	behavior,	and	the	self”（第 9 回応用

倫理国際会議、北海道大学、2014 年 10 月 31 日）

三浦節夫「井上円了」（第 32 回日本森田療法学会、東京慈恵会医科大学、2014 年 11 月 9 日）

堀内俊郎「『釈軌論』第二章における世親による阿含の経句の語義解釈－仏教用語の現代語化への一助として－」

（バウッダコーシャ・プロジェクト（代表：斎藤明）第二回公開シンポジウム、「仏教用語の今昔─翻訳はいかに

して可能か」（東京大学仏教青年会、2014 年 11 月 15 日）

渡辺章悟「般若経に説かれる般若」（バウッダコーシャ・プロジェクト（代表：斎藤明）第二回公開シンポジウム

「仏教用語の今昔─翻訳はいかにして可能か」第二部特別シンポジウム「prajñā/paññā の翻訳をめぐって」（東

京大学仏教青年会、2014 年 11 月 15 日）

清水高志「ブックプレゼン：『ミシェル・セール──普遍学からアクター・ネットワークまで』（日本ライプニッツ

協会　第六回大会、富山大学、2014 年 11 月 18 日）

その他の研究会

曽田長人「Ｗ・Ｍ・ディッゲルマン『遺産』について」（スイス文学研究会、明治大学駿河台キャンパス、2014 年
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5 月 17 日）

三浦節夫「井上円了と坂口安吾」（東洋大学エクステンション講座、東洋大学、2014 年 6 月 20 日）

山口一郎「現象学入門」（講義）（ゲシュタルト療法合同合宿、愛知県西尾市、2014 年 10 月 11 日～ 12 日）

竹村牧男「共生思想の歩みと課題─仏教からの一考察」（公益財団法人世界宗教者平和会議（WCRP）平成 26 年度

第 5 回研究会、立正佼成会普門館四〇二会議室、2014 年 11 月 20 日）

調査活動

菊地章太「明治以降のカトリック教会による孤児救済事業」ライフデザイン学部共同研究「近代日本における宗教

的孤児救済思想とその実践に関する比較研究」分担調査（熊本県天草市大江天主堂、﨑津天主堂、根引子部屋

跡、天草ロザリオ館、2014 年 11 月 27 日～ 29 日）

講演

河本英夫「プロセス系──基礎物理学」（リハビリテーション総合研究センター・コロック、白山、2014 年 4 月 12

日）

村上勝三「知性と創造性」（哲学会、カント・アーベント、東京大学、2014 年 4 月 26 日）

河本英夫「オートポイエーシス・ファイナル」（リハビリテーション総合研究センター・コロック、白山、2014 年

5 月 24 日）

渡辺章悟「大乗仏教のトップランナーとしての般若経」（東京国際仏教塾、東京大学仏青会館、2014 年 5 月 31 日）

山口一郎「見えること、感じること、気づくこと」（講演）（日本産業カウンセラー協会総会講演、2014 年 6 月 14

日）

竹村牧男「鈴木大拙の『東洋的な見方』について」（一般社団法人在家仏教協会「鈴木大拙を読み直す─鈴木大拙

を学び、生き方を考える─」（全一〇回講演）、協和発酵キリン株式会社会議室（大手町ビル 5 階）、2014 年 6 月

28 日）

吉田公平「池田草庵に学ぶー活きることは学ぶこと」（庫県養父市社会教育委員会主催、2014 年 7 月 5 日）

白井雅人「『善の研究』講読会	講師」（西田哲学会第十二回年次大会、西田幾多郎記念哲学館、2014 年 7 月 19 日）

吉田公平「村岡花子と若松賤子─児童文学の誕生─」（嚶鳴子供フォーラムＩＮ養父、嚶鳴不オーラム協議会、

2014 年 8 月 1 日～ 2 日）

渡辺章悟「大乗の菩薩道」（NPO 法人中村元記念館・（公財）中村元東方研究所の集中講義、島根県松江市、2014

年 8 月 2 日～ 3 日）

吉田公平「佐藤一斎「志を言うこと」」（岐阜県恵那市佐藤一斎に学ぶ会主催、2014 年 8 月 9 日）

渡辺章悟「ブッダの智慧」（室蘭市悠々ライフ教養講座、室蘭市文化センター、2014 年 9 月 11 日）

竹村牧男「禅の現代的意義について──鈴木大拙の思想に学ぶ」（公益財団法人　禅文化研究所創立五十周年記念

式典記念、講演花園大学教堂ホール（京都市内）、2014 年 10 月 10 日）

村上勝三「超越の方法─デカルトの途」（白山哲学会、東洋大学、2014 年 10 月 25 日）

渡辺章悟「般若心経の眼目は、空かマントラか」（黄檗勉強会、豊島区洞雲寺、2014 年 10 月 28 日）

渡辺章悟「音と絵で読む仏教の聖典」（東洋大学出張講義、鴻巣高校、2014 年 11 月 6 日）

渡辺章悟「明治の青春群像と井上円了」（下田市教育委員会主催、下田市民会館小ホール、2014 年 11 月 19 日）

長島隆「Community	Medicine	and	Medical	Ethics	 in	the	Global	Era － In	the	era	after	the	Great	East	Japan	

Earthquake －」（日本医学哲学倫理学会第 33 回大会、第 1 回国際大会基調講演、2014 年 11 月 30 日）

河本英夫「遂行的記憶」（再生研、白山、2014 年 12 月 13 日）

河本英夫「障害の家」（大崎晴地氏と対談、スーパードライホール、2015 年 2 月 15 日）



201国際哲学研究４号 2015

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。
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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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Foreword
What Should We Do Last?

MurakaMi katsuzo
Director

international research Center for Philosophy, Toyo university

	 Next	fiscal	year,	we	will	reach	a	finishing	point.	We	have	amassed	a	body	of	research	results	with	this	finishing	
point	in	mind.	Some	of	these	results	will	be	published	as	four	books.	We	have	embedded	our	results	in	these	books	
so	that	these	results	can	transcend	time	and	remain	in	the	world.	Social	conditions	change	day	by	day,	year	by	year.	
Social	disparities	are	growing,	and	human	rights	are	being	treated	lightly.	However,	what	philosophical	inquiry	aims	
for	are	values	that	transcend	generations	unchanged.	We	devote	our	efforts	to	the	realization	of	such	values.
	 Currently,	we	have	 twenty-five	researchers	and	 thirty-two	visiting	researchers.	We	also	have	 three	research	
associates,	one	postdoctoral	fellow,	and	two	project	research	assistants,	an	overall	total	of	sixty-three.	The	number	of	
staff	grows	with	every	successive	year.	This	means	that	a	growing	number	of	people	are	supporting	the	work	we	are	
doing,	and	this	increase	will	itself	significantly	expand	our	research.
	 This	fiscal	year	alone	we	have	carried	out	40	projects.	Looking	at	1st	Unit,	in	which	a	total	of	15	projects	were	
carried	out,	 the	 International	Association	 for	 Inoue	Enryo	Research	has	achieved	stable	development,	and	 the	
association	also	hosted	a	successful	conference.	On	another	note,	we	hosted	as	many	as	ten	sessions	of	the	study	
meeting	series	“How	Meiji-era	Japanese	People	Viewed	Humans	and	the	World.”	This	study	series	is	expected	to	
depict	in	bold	relief	the	establishment	of	Japanese	philosophy	and	how	it	has	changed	over	time.	We	have	also	begun	
collaborating	with	the	School	of	Buddhist	Studies	of	Dongguk	University,	South	Korea.
	 In	2nd	Unit,	we	launched	a	 total	of	 ten	projects.	We	hosted	an	international	Web	conference,	our	fifth	such	
conference	in	the	last	four	years,	which	concerned	the	methods	of	Spinoza’s	philosophy.	Including	symposia	and	
study	meetings,	we	have	hosted	six	events	on	methodology,	three	on	the	post-Fukushima	situation,	and	we	also	co-
hosted	an	international	symposium,	meaning	that	we	are	well	on	track	to	coordinating	the	fruits	of	our	research.
	 In	3rd	Unit,	a	 total	of	13	projects	were	carried	out,	 including	“multicultural	harmonious	co-existence,”	“co-
existence	with	nature,”	and	 the	meeting	of	study	group	series	 launched	 this	year	 titled	“formations	of	written	
religious	 sacred	 texts	and	 their	meaning:	a	consideration	 for	 tools	 for	creating	multicultural	harmonious	co-
existence.”	This	year,	we	also	held	an	international	symposium	with	Iranian	researchers.	This	project	started	in	Japan	
in	2012,	was	held	in	Iran	in	2013,	and	was	held	again	in	Japan	this	fiscal	year.	By	holding	this	event	every	year,	we	
have	formed	a	platform	for	academic	exchanges	between	Japan	and	Iran,	the	likes	of	which	have	not	been	seen.
	 When	the	Center	was	established,	its	aims	were	set	out	as	follows:	“We	live	in	a	modern	society	where	there	is	
increasing	globalization,	diversification	of	values,	and	where	people	are	unable	to	determine	the	direction	they	are	
headed	in.	Living	in	such	a	society,	we	need	to	pursue	philosophical	 inquiry	that	fundamentally	re-examines	the	
current	state	of	people	and	society.	In	order	 to	address	 these	global	challenges,	we	have	formed	an	international	
network	of	philosophical	research.	This	network	aims	to	convey	to	the	world	the	contemporary	significance	of	Enryo	
Inoue’s	philosophy,	and	to	forge	global	cooperation	while	considering	the	differences	between	Eastern	and	Western	
thought.”	The	 research	 results	we	have	accumulated	with	a	view	 to	achieving	 these	weighty	aims	have	been	
published	in	our	Journal of International Philosophy, Newsletters,	and	on	our	website.	In	doing	this,	we	are	showing	
that	one	of	our	highest	priorities	is	to	make	our	research	results	common	property.
	 Our	research	activities,	which	are	part	of	 the	Strategic	Research	Foundation	Grant-aided	Project	for	Private	
Universities,	will	 reach	 their	end	next	year.	 In	view	of	 the	Center’s	aims,	what	 should	we	 leave	 for	 the	next	
generation?	The	work	we	do	in	the	final	year	should	provide	a	springboard	for	future	research.	I	ask	for	everyone’s	
warmhearted	support	that	we	may	achieve	this.
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근대 일본의 불교계와 이노우에 엔료（井上円了）

다케무라 마키오（竹村牧男）

１．메이지(明治) 초기 일본 불교계의 상황

　일본의 불교 종파들은 에도(江戸) 시대에는 막부에 의한 본말제도(本末制度)의 강화로 자유로운 포

교에 제약을 받았었고, 寺請制度(檀家制度)의 추진으로 인해 포교활동에 대한 활력을 잃어 갔다. 더구

나 막부 말기로부터 메이지(明治)에 걸쳐 폐불훼석 운동이 각지에서 일어나 ｢각 번국(藩)의 페불책은 

사원의 파기·폐사, 승려의 환속, 불교행사의 금지 등에 이르렀고 몰수한 사원 영지를 군사비에 충당

하고 범종을 녹여 병기를 만들고 석불을 부수어 하천제방으로 쓰는 예도 보였다｣(文化庁編 『明治以
降宗教制度百年史』, 原書房, 1983년, pp.151~152). 이러한 상황은 메이지 1년의 ｢神仏判然令｣에 

의해 한층 더 심해져서 불교계의 타격은 컸다. 예를 들어 ｢코후쿠지(興福寺)의 경우, 승려는 모두 카스

가 타이샤(春日大社)의 신관이 되었고 당탑과 가람은 남았지만 諸堂은 다 파괴되고 5층탑은 매물로 나

오｣는 형국이었다. (太田保世 『日本의 屈折点――메이지 유신의 가혹한 폐불훼석의 수수께끼』, 고

마書房, 2007년, p.9). 다만 이 ｢신불판연령｣은 본래는 신사에서의 불교적 요소의 불식을 노렸던 것

으로 결코 불교탄압을 의도한 것이 아니었다.

　더욱이 호적법의 공포와 장례의식의 자유화, 승려의 教導職에의 임용 등이 이루어졌으며, 거기에 서

구 각국의 내습과 더불어 明治政府가 추진한 극단적인 서구화정책으로 전통적인 불교사상은 스스로를 

돌이켜보지 않게 되어, 불교계는 침체일로에 놓였다. 일본에서는 토요토미 히데요시(豊臣秀吉)의 선교

사 추방령(1587) 이래로 에도 말기까지도 기독교 금지정책이 취해졌다. 케이오우(慶応) ４年(메이지 

원년, 1868) 3월 ｢5개조의 게시판(五榜의 高札)｣이 내걸렸다. 그 세 번째 게시에 ｢기독교(邪宗門)의 

엄금｣이 명시되었으며 메이지 신정부도 이 자세를 유지했다. 그러나 외국의 압력에 저항할 수 없어서 

메이지 6년(1873)에는 이 게시판(高札)을 내려야만 했고, 그 이후는 자동적으로 기독교가 널리 전도

되는 속에, 구태의연한 불교계는 숨죽이고 상황을 지켜볼 뿐이었다.

 이노우에 엔료(井上円了, 1858~1919)는 당시 불교계의 상황을 다음과 같이 이야기하고 있다. 

　｢그(불교학자가 학식이 없이 명예만을 추구하는 이해하기 힘든 행동을 하는 것) 외에, 일반 승려는 

대개 목탁을 울려서 가람을 지키고 사자(死者)들을 위한 임종기도를 하는 것 외에는 아무런 쓸모도 없

으며, 경전 읽기만으로 제 입에 풀칠하기에서 당우(堂宇)의 수선에 이르기까지 일체의 경비를 충당하

려고 한다.……이 지경에 이르러 궁리 끝에 단가(檀家)의 비위를 맞추어 단 한 푼이라도 수입을 늘리

고자만 노력하게 되어서 승려의 식견과 품격은 경전의 값과 함께 날로 급격이 하락함을 면할 수 없게 

되었다.｣(｢仏教改革私見 (석존 탄생법회에 참석하여 얼마간의 소감을 털어놓는다)｣, 『甫水論集』, 

『井上円了選集』제 25권, 학교법인 동양대학, p.138)

　이러한 상황에서 엔료는 ｢종래 우리나라 종교는 6백년 전 카마쿠라(鎌倉) 시대에 혁신을 주장하는 

사람이 뒤를 이어 출현하여 한때 크게 활기를 띠었지만, 그 후 아시카가(足利) 및 도쿠가와(徳川) 치세 

중에는 오직 외관을 장식할 뿐, 내부의 정신은 거의 사멸한 것과 마찬가지 상황이다｣(同前, p.143)고 
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단정하고 ｢불교계의 작금의 광경은 마치 엄동설한의 시기처럼 도처가 황량한 상황으로, 그 옛날 백화

난만(百花爛漫)의 기세는 옛 꿈으로, 다시 볼 수 없을 것과도 같다｣(同前, p.137)고 개탄할 정도였다.

　그러한 메이지 초기에 소년시절을 보낸 엔료는, 원래 사원 출신임에도 불구하고 불교에 대해 회의적

인 생각마저 가지고 있었다. 오히려 ｢이것을 진리가 아니라 믿고서 비방배척하길, 조금도 일반인의 시

각과 다르지 않았다｣(『仏教活論序論』, 『井上円了選集』 제3권, p.336)는 상황이었다. 엔료는 불

교에 대한 자신의 소년시절의 견해에 대해, 다음과 같이 말하고 있다. ｢나는 원래 불가에서 태어나 불

문에서 자라서, 유신 이전부터 오로지 불교 교육만을 받았지만, 내심 불교가 진리가 아닌 것이라 의심

하였다. 그래서 머리를 깎고 염주를 손으로 들고 세상 사람들과 상대하는 것은 일신의 치욕이라 생각

해서 늘 어서 빨리 절집을 떠나 세상에 나가길 갈망해 마지않았는데 우연히 타이세이(大政) 유신 때 종

교상의 일대 변동이 일어나, 폐불회석이 실행되는 것을 보고, 그 즉시 승복을 벗고 바깥  세상에서 학

문을 구했다.｣(同前)

２．엔료의 철학과 불교

　하지만 엔료는 이윽고 동경대학에서 서양철학을 배워, 헤겔 사상을 높이 평가하는 동시에 그 입장에

서 불교를 재검토하여, 불교의 뛰어난 점을 새삼 깊이 인식하게 된다. 이러한 사정을 다음과 같이 말하

고 있다.

｢이미 철학계 내부에서 진리의 明月을 발견한 후, 다른 구래의 종교들을 다시 살펴보니 예수교가 진리

가 아님은 이제 분명히 하고, 유교가 진리가 아닌 것도 쉽게 증명할 수 있었다. 오로지 불교에 이르러

서야 그 가르침이 철리에 매우 합치함을 보았다. 나는 여기서 다시 불전을 읽고, 더욱더 그 가르침이 

진리임을 알아서 손뼉을 치고 갈채하며 말하길, ‘어찌 알았겠는가? 서구에서 수천 년간 실로 구하여 

얻은 진리가 동양에서는 일찍이 3천년 전의 태곳적에 갖추고 있었음을. …… 이것은 실로 메이지(明

治) 18년의 일이었다. 이것을 내 불교 개량(改良)의 원년으로 한다.’｣(同前, p.337)

　그렇다면 엔료는 서양철학의 어디에서 진리를 발견한 것일까? 엔료는 독일철학이 칸트, 피히테, 셸

링, 헤겔로 깊어지는 양상을 묘사하면서 최종적으로 다음과 같이 판단하고 있다.

｢따라서 헤겔은 상대(相対)의 밖에 절대(絶対)를 세우지 않고, 상대의 본체가 곧 절대라고 한다. 달리 

말하자면 그의 학설은, 상대와 절대는 둘이 완전히 떨어진 것이 아니라 서로가 결합하여 존재하고, 절

대의 범위 속에 상대가 있는 까닭을 밝혀, 상대 속에 있으면서 능히 절대가 어떠한지를 알 수 있다고 

주장했다. 이 절대의 전체를 이상이라 이름짓고 그 속에 함유하고 있는 물심(物心) 두 세계를 개발하

는 것, 바로 이것을 이상의 진화라고 한다. …… 독일철학은 여기에 이르러 처음으로 대성했다고 할 수 

있다.｣(『哲学要領』(前編), 『井上円了選集』 제1권, pp.144~145)

　이처럼 이른바 상대즉절대·절대즉상대의 사상에서 독일철학의 최고봉을 본 것이다. 그렇다면 그것

과 불교는 어떻게 관련하는 것일까? 엔료의 다음 설명은 철학과 불교의 대응관계를 잘 지적하고 있다.

｢다음으로 대승 유식의 삼라의 제법이 유식소변이라고 말하는 것은 서양철학의 유심론과 유사한다. 제 

8식, 즉 알라야식은 칸트의 자각심 혹은 피히테의 절대주관과 유사한다. 다음으로 반야가 제법공상을 

논하는 것은 서양철학 중에서 물심(物心)의 둘이 없다고 하는 허무학파와 유사한다. 다음으로 천태의 

진여연기는 서양철학의 논리학파, 즉 이상학파(理想学派)와 유사한다. 천태에서 내세우는 ‘万法是真
如, 真如是万法’이라는 것은 헤겔이 ‘現象是無象, 無象是現象’이라고 논하는 것과 같다. 기신론

이 말하는 일심으로부터 이문이 갈리는 연유는 셸링의 절대로부터 상대가 갈리는 논과 같다. 그것의 

소위 진여는 스피노자의 본질, 셸링의 절대, 헤겔의 이상과 유사한다.｣(同前, p.104)
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　이처럼 엔료는 서양철학 최고의 사상이 천태의 진여연기설이나 화엄의 법계연기설과 동등함을 충분

히 이해하여, 불교가 철학에 결코 뒤지지 않는 사상을 가진 귀중한 것이라고 생각하게 됐다. 한편 엔료

의 철학과 불교에 관한 견해에 대해서는 拙稿 ｢井上円了의 철학에 대해｣(『国際井上円了研究』제1

호, 国際井上円了学会, 2013년 3월)를 참조하기 바란다.

３．엔료의 불교부흥운동

　엔료는 이와 같은 입장에서 돌연 불교 옹호에 노력한다. 먼저 기독교의 허망성을 논하는 한편 불교

가 사상적으로 매우 우수하다는 사실을 논했다. 『真理金針』이나 『仏教活論』등이 그 논진이다. 이

들 서책을 통해 ｢세상 사람들은 불교의 진리가 결코 서양철학이나 종교에 뒤떨어지지 않음을 알았고, 

불교도는 처음으로 자신들의 보물창고를 알아차려 활기를 띠게 된｣(히라노 이마오(平野威馬雄) 『伝
円了』, 草風社, 1974, pp.101~102)것이었다.

　또한 엔료는 교육활동에 헌신하게 되었는데 그것은 사실 불교 승려의 재교육을 목적으로 한 것이기

도 했다. 엔료는 대학시절부터 학교 설립의 뜻을 품고 있던 것 같고, 그 후 동경대 후배인 타나하시 이

치로(棚橋一郎, 철학관에서는 윤리학을 담당)에게, 철학관에서는 철학의 보급을 목적으로 하는 것과 

동시에 ｢승려들이 지옥극락이라는 것에 구애받고 참된 승려학을 안 하고 있다. 그들에게 철학사상을 

준다면 반드시 사회의 이익으로 이어진다고 생각한다｣고 말했다고 한다..(『井上円了의 교육이념』, 

학교법인 동양대학, p.24). 철학교육을 통해서 민중의 지력을 개발하려고 할 뿐만 아니라 철학교육을 

승려에 대해서도 적용하여 침체되던 불교계를 활성화시키려고 바랬던 것을 알 수 있다.

　게다가 엔료는 승려를 교육자로 만들고자 하였다. 에도 시대에는 학문교육의 분야는 일단 불교계가 

장악했지만 메이지에 들어 승려들이 교육 사업에 종사할 수 없게 되었는데, 그것이 불교 쇠퇴의 한 요

인이라고 생각했다. ｢그래서 불교가가 교육자를 겸할 수 있게 되면 불교 세력의 회복으로도 이어진다. 

그러기 위해서는 먼저 불교가의 학식을 중등 수준으로 높일 필요가 있는데, 이것을 철학관의 급무로 

간주했다(同前, p.76). 이것은 메이지 22년 11월 13일에 열린, 린쇼인(麟祥院)에서 호우라이쵸(蓬莱
町)로의 철학관 교사의 이전식에서의 연설 중에 첫 번째 해외시찰에 의거한 철학관 개량의 네 항목의 

하나로 ｢제4：세상의 종교가, 교육자를 일변시켜 언행일치, 명실상응한 사람이 되게 함｣을 내세운 것

이(同前, p.56)나, 메이지 36년 9월에 두 번째 세계시찰 후이자 철학관 사건 후의 교육방침을 세운 ｢
널리 동포 여러분에게 고한다｣(『東洋철학』 10집 제9호, pp.115~120)등으로부터도 알 수 있다. 

　그런데 메이지 19년(1886) 무렵부터 외국과의 사이에서 ｢외국인의 국내거주·동산부동산 등의 권

리를 일본 국민과 동등하게 할 것｣이 큰 문제가 되어 왔다. 엔료는 메이지 22년의 해외시찰에서 귀국

한 후에는, 본가인 절이 있는 고향으로 한번은 귀성하라고 재촉하는 아버지에게 편지를 써서, 지금 불

교가 얼마나 위기적인 상황에 놓여 있는지를 상세히 설명하고 있다. 즉 ‘같은 해 헌법의 발포로 기독

교의 전도는 자유로워졌다, 지샤쿄쿠(社寺局)은 폐지되고, 사원 묘지의 철거, 사원 경지의 몰수, 본산 

관장의 폐지, 주지 승려 명의의 폐지는 멀지 않았다. 외국인의 자유로운 주거(内地雑居) 허가로 기독

교는 큰 세력을 얻고 불교는 폐멸에 이를 것이다. 선교사는 국회에 출석할 권리를 보유하지만 승려는 

출석하지 못 한다’ 등을 거론하고 있다. 자신은 그 상황에 대해, 불교의 부흥에 온 정신을 쏟겠다는 

내용을 절절히 쓰고 있다.

｢지금 일본 전국의 불등(仏灯)은 꺼지려 하고 있습니다. 지금은 불교 전체를 위해 생사의 결심을 해야 

할 위기 존망의 시기입니다. 이 헌법국회의 시기는 万世의 国基를 세울 때로, 지금 불교가 남의 밑에 

서게 되면 만세에도 만회할 가망은 없을 것입니다. 정말이지 위급한 시기입니다. 구사일상의 날입니

다. 하나의 절, 하나의 주지직에 급급할 때가 아니며 한 지방, 한 부락을 위해 분주할 시기가 아닙니

다. 저는 이러한 불교 전체의 존폐에 대해 다년간 고심한 바가 있습니다. 작금 구사일생의 위급한 상황

에서 분주하는 것은 필사의 기세로, 적어도 내년 국회 이전에 어떻게 해서든 불교 수호를 위한 방책을 

세우고자 홀로 밤낮으로 마음쓰고 있습니다. 만일 국회 개회 후가 되면 불교세력 만회의 방책은 없어
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지기 때문에, 지금부터 대책을 마련하고 있고, 모레 시바(芝)·세이쇼지(青松寺)에서 각 종교 관장 대

리를 소집하여 회의를 열고, 다음 달 상순에는 총관장 회의를 열어 재차 협의를 할 예정입니다.｣(메이

지 22년 8월 28일자, 井上円悟에게 보낸 서간. 『東洋大学百年史』 資料編 Ⅰ·上, 학교법인 동양대

학, 1887, pp.50~51)

　그는 이어서 정부에 건의서를 제출할 決意를 밝히고,  狂人라는 비난도 마다하지 않겠다고 호소하고 

있다. 이렇게 엔료는 필사의 마음으로 불교계의 복권에 매진하게 된다. 그 간의 일에 대해 히라노 이마

오(平野威馬雄)는 ｢불교공인운동의 리더가 되어 진두에 서게 된 엔료는 그 해 가을에는 쿄토의 각 종

파 본산을 방문하였으며, 각 본산에서는 단결하여 그 실현에 협력하기로 동의했다. 즉 ｢불교를 공인하

라｣는 건의서를 내무성에 제출하려는 회의였다. 귀경 후, 다시 도쿄의 각 종파 사원들을 돌며 양해를 

얻어 각종파연합을 결성했다. 그래서 아타고시타(愛宕下) 세이쇼지(青松寺)에서 각파의 관장들과 회

합하여 드디어 본격적인 운동을 전개하게 되었다. 사무소는 아사쿠사(浅草) 덴뽀인(伝法院)에 두고 

천태종의 무라타 자쿠준(村田寂順), 일련종(日蓮宗) 혼세이지(本成寺)파의 후루야 닛신(古谷日新)이 

위원이 되고, 청원서는 오우치 세이란(大内青巒)이 집필하여 각 종파로부터 인장을 모아 제출 준비를 

마쳤다｣고 적고 있다.(히라노 이마오 『伝円了』, 草風社, 1974, pp.100~101과 전게 서간 참조.)

 그러나 이 때 내무성으로부터, 청원서의 내용과 관련하여 가까운 장래에 실현될 가능성이 있기 때문

에 운동은 중지하라는 요청을 받아, 결국 청원서는 제출되지 않았다고 한다. 그러나 이 일을 계기로, 

각 종파는 이후에도 정부고관들에게 신교(信教)의 자유의 의미, 불교가 공인되어야 한다는 사실을 계

속해서 설명했다. 불교 각 종파연합의 움직임과 관련하여, 다음의 기술도 보인다. ｢빠른 것으로는 23

년 6월, 츠키지 혼간지(築地本願寺) 별원에서 각 종의 관장회의가 열려, 종파간 협회를 설치하고 사회

의 조화, 빈민의 구조, 교육의 보급, 식산흥업(殖産興業)의 장려, 각 종파들의 강요(綱要)의 편찬·번

역 등이 협의되었다. 그때 불교자선회(仏教慈善会)도 설치되었다. 종파간 협회는 그 때부터 매년 개

최되어 종파연합운동의 기둥이 되어 갔다｣(『明治以降宗教制度百年史』, p.162). 이처럼 엔료의 헌

신적인 활동에 의해 빈사상태에 있던 불교계는 회생하여 활기를 띠게 되었다. 그 결과 ｢일본인의 해외

발전과 더불어 조선, 중국 대륙, 하와이, 북미에 포교의 끈을 넓히고자 하는 신 노선을 이끌어 냈던｣는 

것이기도 했다(『伝円了』, pp.100-101). 이와 같이 엔료의 지도에 의해 불교계는 명맥을 유지할 수 

있었고, 나중에는 신 불교운동 등도 일어나게 된다. 엔료 자신은 절을 버렸다. 하지만 하나의 사원을 

버림으로써 수만의 사원을 구했다고 해도 과언이 아닐 정도이다.

４．엔료의 불교개혁에 대한 시점

　엔료는 또한 종파간의 협동을 바랄 뿐만 아니라 불교계에 대해서, 각 종파가 모두 근본에서부터 각

각의 교의를 다시 세우는 한편  염세교라는 평판을 뒤집고 현실 사회를 지도할 수 있도록 개량해야 한

다고 호소했다. 엔료에게는 ｢메이지 이전의 우리나라는 쇄항양이(鎖港攘夷)의 시대였고, 지금은 만국

이 서로 통하는 시대일 뿐만 아니라 안으로는 외국과 함께 거주하고 밖으로는 열국과 경쟁해야하는 시

대이다. 불과 30년이라는 역사에서, 국가의 형세가 위에서와 같이 크게 변천을 겪고 있음에도 오로지 

종교만이 구태를 유지하는 것에 그 누가 이상하게 생각하지 않겠는가?｣(｢仏教改革私見｣, p.143)라는 

생각이 있었다. 당시 불교계에서는 새로운 방침으로서, 승복 개량이나 육식 대체, 종파간 합동이나 해

외 선교, 외국인의 자유로운 거주에 대한 준비, 국교청원 등을 내세우기도 하였는데, 그 모두에 대해 ｢
그 시야의 편협함은 비관계자들이 크게 비웃는 대상이 된다……｣(同前, pp.135-136)라고도 했다. 그

리고 국내 외국인의 자유로운 주거 문제에 대해서는 다음과 같이 말한다.

　｢제3, 세간과 출세간 양자를 모두 고려하는 것이 중요하다. 불교의 폐는 세상의 무상함을 설하여 사
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람을 되도록 염세적이게 만드는 것에 있다. …… 주로 사후세계(冥土)에 관해서만 설하기 때문에 세간

은 불교를 보고 염세교라고 하고, 세간에서 어떤 일을 하고자 하는 사람에게는 불교는 하나의 큰 장해

물로서, 부국강병, 식산흥업에는 큰 방해물이 된다. …… 결국 이것이, 종래의 불교가가 출세간적 출리

해탈이라는 한 길만을 설하고, 세간도를 설하지 않았던 것을 이유로, 드디어 세상 사람들이 불교를 오

해하도록 만들었다. 따라서 오늘 이후로는 세간도를 바깥으로 하고 출세간도를 안으로 하여 양자를 모

두 근본으로 삼아 불교의 교법이 두루 퍼지도록 힘써야 한다. ……｣(｢외국인의 자유로운 주거에 대한 

교육가, 종교가 및 실업가의 각오｣, 『甫水論集』,『井上円了選集』제25권, p.100)이처럼 엔료는 불

교 그 자체를 세간에 도움이 되는 것으로 바꿔야만 하고, 그것이 근본문제이라고 하고 있다. 

　또한 메이지 25년 1월, 도쿄와 쿄토의 학생을 중심으로 한 대일본 불교청년회가 설립되어, 석가탄신

회나 여름 강습회가 개최되었다. 강습회에는 유명 불교학자들이 강사로서 초대되었다. 이것이 계기가 

되어, 전국 각지에 학생을 중심으로 한 불교청년회가 설립되게 된다. 이중 어느 한 시기의 강습회에 엔

료가 초대를 받은 듯 하며, 그때 다음과 같이 설하고 있다. 

　｢원래 대성(大聖) 석가모니 부처님은 일단 마야부인의 태내에 잉태되었을 때부터 사라쌍수 사이에

서 원적을 보일 때까지는 물론, 그 남겨진 가르침이 오늘에 전하여 4억, 5억의 생령(生靈)이 기쁘게 귀

의하고 추모하길 그치지 않는 상황을 생각해보면, 우주의 하나의 큰 정신이 발동해서 현현하여 이 대

각자를 탄생시키지 않았을까 하는 느낌마저 든다. 따라서 나는 석가불의 본체는 결코 그 옛날 3천년 

전의 싯다르타 태자에게 있는 것이 아니라, 무한히 먼 과거로부터 온 각자, 무시이래의 부처임을 믿는

다. ......(석존의 일생) ...... 이 어찌 우주의 대 세력이 활동하여 발현한 것이 아니겠는가? 

　내가 석가모니를 우러러, 대성이라고 칭하고 대각자라고 부르며, ｢천상천하 유아독존｣이라 찬탄하

는 것은 오로지 이 대정신의 발동 때문이다. 아마도 그 문을 나가서 생사를 보고선, 두루 일체중생을 

구도하고자 하는 둘도 없는 대원(大願)과 무한한 대비(大悲)와의 일심(一心)이 속에서 울컥 드러나서 

억누르려 해도 억눌리지 않고, 멈추려 해도 멈추지 않은 것이 분명하다. 즉 그 일심은 자기의 일심이 

아니라 무아의 일심이다. 상대의 일심이 아니라 절대의 일심이다. 유한한 일심이 아니라 무한한 일심

이다. 바꿔 말하면, 무시이래로, 이 대우주가 품어온 지고지대한 정신이 홀연히 석가모니의 마음속 깊

은 곳에서 솟아 나온 것이라 믿는다.｣(｢仏教改革私見｣, pp.139~140)

　이처럼 석존의 근본에 둘도 없는 대원과 무한한 대비, 지고지대한 정신이 존재한다고 하면서, 작금

의 불교는 바로 그것을 구현해야 함을 호소하고 있다. 그리고 다음과 같이 설하고 있다. 

｢환언하면 구래의 염세적 종풍을 일변시켜 진취적인 종풍을 발휘한다는 의미이고, 형식적인 종교를 일

변시켜 정신적인 종교를 환기한다는 의미이다. 선종은 선종인 채로 좋고 정토종은 정토정인 대로 좋

다. 천태, 진언은 천태, 진언으로서 그것을 가지고 있으며, 진종, 일련종 역시 진종, 일련종인 대로 그

것을 전해도 좋다. 단지 각 종파가 그 체내에 함유하는 정신을 밖으로 개발하여, 일대 활기를 진작하는 

걸로 충분하다.｣(同前, p.143)

 더구나 엔료는 정토진종 사원 출신이었지만, 사후 정토왕생을 바라기만 하는 불교보다, 이 지상 사회

의 개혁을 기도하고자 하는 일련종을 높이 평가할 정도였다. ｢…… 오늘 세간 일반에서 불교를 보고 

염세교라고 하고 사후교(死後教)라고 하는 것에 대해, 그렇지 않음을 보이기 위해, 주로 일련종의 여

러 스승에게 그 종의교리(宗意教理)를 널리 세간에 개시하기를 바란다.｣(｢종래의 불교에 대해 일련종 

스승들에게 바란다｣, 『甫水論集』,『井上円了選集』제25권, p.302)라고 했다. 더구나 이것에 대해 

다음과 같이 설하고 있다.

　｢내가 생각하기에, 일련종의 장점은 현세를 근본으로 하고 세간을 목적으로 하는 것에 있다. …… 
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앞으로의 불교는 세간문(世間門)을 앞에 두고 출세간문(出世間門)을 뒤로 하고, 속제문(俗諦門)을 바

깥으로 진제문(真諦門)을 안으로 해야 된다. 일련종이라는 것은 이미 염세교가 아니라 세간교(世間
教)이기 때문에, 이 기회에 한층 더 국제적인 경쟁에 참가하여 어디까지나 국가원만을 목적으로 해야 

한다. 다른 종파들도 오랫동안 이 나라에서 번성하려면 반드시 이 방침을 취해야 한다. 그렇지 않으면, 

승려는 세간의 폐물 취급을 받고, 사원은 무용하다는 소리를 듣게 마련이다. 그래서 나는 일련종에게 

향후 불교 개량의 선구적 역할을 하기 바란다. 그 방침은 세간적, 경쟁적, 유위적, 진취적이어야 한다. 

그렇게 해서 불교는 염세적인 종교다, 승려는 묘지기다, 사원은 장의소다라는 망평을 설파해야 한다.｣
(同前, p.303)

 또한 일련종에 대해서는, ｢앞으로 일련종과 타 종파 사이는 개항통상적인 정신을 가지고 교류하고, 

서로가 상대방의 장점을 취하고 자신의 단점을 보완해서 종파의 통일과 교리의 원만을 기원해야 한다｣
고 하면서, 그 배타적인 성격의 극복을 호소하고 있다.

결론

　엔료의 입장은, 시대의 제약도 있어서 확실히 국가주의적인 면모를 지니고 있음을 부정할 수 없다. 

불교계의 반응으로서, 메이지 초기에는 반기독교와 호법(排耶護法)이 주된 것이었지만 메이지 20년대

가 되면 그것이 반기독교와 호국을 호소하는 것으로 바뀌게 된다. 여기에는 외국인 권리문제의 교섭 

등이 관련되어 있었을 것이다. 엔료의 호국사상의 배경에는 그러한 전체적인 사회의 사정도 있었다. 

물론 지금은 그 정당성도 음미해보지 않으면 안 되지만, 그럼에도 엔료가 당시에 역설한 ‘불교는 현

실사회와 깊은 관계를 맺어야 한다’, ‘불교는 세간적, 경쟁적, 유위적, 진취적이 되어야 한다’라는 

주장은 지금의 일본 불교에 있어 여전히 중요한 문제이다. 또한 이러한 엔료의 사상이 당시의 불교계

에 어느 정도 영향을 미쳤는지에 대해서는 새로이 조사할 생각이다

　현재 불교 제종파는, 사회 속에서 그 나름의 일정한 위치를 점하고 있지만, 그 연원은 이노우에 엔료

가 당시의 각 종파 관장을 조직적으로 통합하여 불교계의 복권 문제에 맞서도록 했던 것에 있다고 해

도 과언이 아니다. 이런 의미에서 엔료는 지금의 일본 불교계에 있어 중요한 존재였고, 불교계가 결코 

잊어서는 안 되는 존재라고 말해야 할 것이다. 우리는 불교철학을 깊이 구명하여, 그 입장에서 현실 사

회의 개혁에 참여하는 불교를 구상하였던 엔료의 뜻을 계승하고, 앞으로도 더욱 그 실현을 추구해야 

한다. 
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이노우에 엔료（井上円了）아 동아시아 (1)

- 이노우에 엔료의 조선순강（朝鮮巡講）-

미우라 세쓰오（三浦節夫）

1.　선행연구

　이노우에 엔료 ( 井上円了 ) 는 61 년의 생애 중 2 번의 조선순강 ( 朝鮮巡講 ) 을 했다 . 첫 번째는 메

이지 ( 明治 ) 39 년 (1906) 에 실시한 것으로 ｢満韓紀行｣ 이라는 제목으로 기록되었다 (1). 두 번째는 

다이쇼 ( 大正 ) 5 년 (1916) 에 실시한 것으로서 ｢朝鮮巡講第 1 回 ( 조선 서부와 중부 ) 日誌｣ , ｢朝鮮
巡講第 2 回 ( 남부와 동부 ) 日誌｣ , ｢朝鮮巡講 第 3 回 ( 북부 ) 日誌｣ 로 3 회로 나누어 기록되었다 (2). 

이 2 번의 조선순강에 대해서는 이미 2 편의 先行研究가 있다 . 그 중 하나는 박경식 ( 朴慶植 ) 의 ｢井
上円了의朝鮮巡講의 歴史的背景｣ 이고 (3), 다른 하나는 허지향 ( 許智香 ) 의 ｢井上円了와 朝鮮巡講 , 

그 歴史的位置에 대해｣ 이다 (4).

　재일조선인 ( 在日朝鮮人 ) 이자 역사연구자였던 박경식의 연구는 엔료의 두 차례의 조선순강에 대

해 , 우선 그 각각의 역사적ㆍ정치적인 배경을 들고 있는 점에 특징이 있다 . 그리고 엔료의 순강일지

( 巡講日誌 ) 의 내용을 분석해서 그 문제점을 밝히고 , 특히 도쿠토미 로카 ( 徳富蘆花 ) 의 조선에 대

한 견해와 대비시켜 엔료의 조선순강을 평가하였다 .

　한편 철학이나 사상사의 연구자인 허지향 ( 許智香 ) 의 연구는 엔료의 순강 가운데 두 번째 순강에 

대해 , 당시 잡지에 게재된 강연내용을 분석한 점에 특징이 있다 . 또 박경식의 론문과 다른 점은 엔료

의 생애의 업적을 지탱한 사상과 朝鮮巡講의 사상을 일관된 것으로 규정하려고 했던 점이다 . 그러나 

필자의 엔료에 관한 연구의 지금까지의 견지에서 보면 허지향의 론문은 몇 가지 문제를 안고 있다고 

생각한다 .

　허지향의 논문에서는 본문 시작부분에서 “ 실제로 메이지 ( 明治 ) 시대의 철학수용사 ( 哲学受容史 )

에서 이노우에 엔료는 그다지 중요한 인물이 아니라고 평가되어 왔다” (5) 고 말했다 . 그러나 최근의 

연구에서 시바타 다카유키 ( 柴田隆行 ) 는 저서 ・哲学史成立의 現場｣ 에서 엔료의 ・哲学要領・ 앞 

부분을 거론하여 “ 이 부분은 일본인의 손으로 쓴 최초의 서양철학 통사 ( 通史 ) 이다” (6) 라고 하며 , 

고사카 구니쓰구 ( 小坂国継 ) 는 저서 ・메이지 철학의 연구・에서 “ 메이지철학사에서 ‘ 순정철학 ( 純
正哲学 )’ ( 형이상학 ) 이 나타난 것은 겨우 메이지 20 년대 이후이다 . 그 대표적인 사상가로서는 이

누오에 엔료 ( 井上円了 , 1858-1919), 이누우에 데쓰지로 ( 井上哲次郎 , 1855-1944), 기요자와 만시

( 清沢満之 , 1863-1903), 니시다 기타로 ( 西田幾多郎 , 1870-1945) 의 이름을 들을 수 있다 .” (7) 고 

지적한다 . 그것을 보면 엔료의 업적이 새롭게 평가되고 있는 것이 아닐까 ? 

　또 허지향의 론문에서는 “ 이노우에 엔료는 ‘ 철학’ 이라는 말을 사용하면서 근대 천황제를 지탱하는 

‘ 전통 이데올로기’ 로서의 ‘ 불교’ 를 시도한 점이나 ‘ 철학관 ( 哲学館 )’ 을 바탕으로 한 전국수신교

회운동 ( 全国修身教会運動 ) 을 전개한 점 등에서 알 수 있듯이 ‘ 관학 ( 官学 ) 아카데미’ 로서의 ‘ 철

학’ 과 국가와의 관계에 가장 민감하게 대응했던 지식인이었다” (8) 고 하며 , “ 본고에서는 ‘ 국가’ 에 

의한 학문의 제도화의 바깥쪽에 있으면서도 , 아니면 오히려 그렇기 때문에 두 가지 의미에서의 ‘ 확

장’ 사업에 정열적으로 상관했었던 이노우에 엔료에 주목한다 . 여기서의 두 가지 의미로서의 ‘ 확장’
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이란 그의 ‘ 철학당 ( 哲学堂 )’ 과 제국 일본의 식민지주의를 가리킨다 .” (9) 고 한다 .

　허지향의 논문이 말한 ‘ 전통 이데올로기’ 로서의 ‘ 불교’ 혹은 승려이기 때문에 ‘ 불교의 이데올로

그’ 였다는 평가에 관해서는 불교학자인 타무라 고유 ( 田村晃祐 ) 의 저서 ・近代日本의 仏教者들・
에서의 “ 불교의 본질을 구한” (10) 첫 번째 대표자라는 것과 다르다 . 혹은 허지향의 “‘ 철학관 ( 哲学
館 )’ 을 바탕으로 한 전국수신교회운동」 이란 , 사실과 달리 엔료가 본격적으로 수신교회운동을 전개

한 것은 철학관 대학에서 은퇴한 메이지 39 년 (1906) 이후의 일이다 . 더구나 허지향이 말한 철학당

( 哲学堂 ) 의 ‘ 확장’ 은 수신교회운동에서의 주된 목적 ( 수신에 의한 사회교육 ) 을 계승하는 것으로

서 , 철학당의 확장은 그 부수적인 목적이었다고 생각된다 ( 허지향은 엔료의 철학관대학의 은퇴의 원

인인 문부성과 대립한 ‘ 철학관 사건 ( 哲学館事件 )’ 에 관해서는 전혀 언급하지 않는다 ).

　허지향은 논문의 결론으로 “ 이상으로 본고에서는 이노우에 엔료의 ‘ 조선순강’ 에 관한 자료를 들

고 , 그의 철학에 대한 인식과 국가주의적인 활동의 관련성에 관해 고찰하였다” (11), “ 그가 실현하려는 

철학은 이러한 ‘ 분투활동 ( 奮闘活動 )’ 하는 학 ( 学 ) 이었다 . 철학관 설립에서 수신교회운동까지 동

경에서 조선 , 그리고 만주까지 그는 생애에 걸쳐서 참으로 ‘ 분투활동’ 한 것이다 . 그러나 우리는 그 

‘ 분투활동’ 과는 따로 그의 발화 ( 発話 ) 의 입장을 물어야 하는 것을 지적함으로 본고를 마치고 싶

다”(12) 고 말했다 .

　라이너 슐쩌 (Rainer Schulzer) 는 ｢동양대학에서의 이노우에 엔료 연구｣ (13) 중에서 허지향의 론문 

등을 言及하면서 엔료의 국가주의에 관한 연구의 필요성을 지적하는 한편으로 , 철학관의 창립에 관한 

엔료의 사상을 ‘ 철학관개설의 지취’ 와 ‘ 철학관 개관지취’ (14) 를 바탕으로 밝히고 그 사상이 철학에 

있었음을 논증했다 . 그러나 허지향은 철학관의 개관식 에서의 연설이자 라이너 슐쩌가 거론한 ‘ 철학

관 개관지취’ 를 분석하여 “ 그 뒷면에는 보다 현실적인 목적과 과제가 있었다” , “ 또 하나의 현실적

인 과제는 제국대학과의 관계에 있었다 . 당시 서양철학을 정규과정으로 교육하는 유일한 기관이었던 

제국대학과 비교하여 학생모집을 의식하고 있던 그는 ‘ 세간일반’ 에 눈을 돌린다” , “ 이처럼 이노우

에 엔료는 철학관을 창립한 시점부터 동본원사 ( 東本願寺 ) 에 대한 자기의 위치와 사립학교의 사회적 

지위에 관해서 민감하게 반응하고 있었다” (15) 고 한다 . 이 분석에는 엔료 철학관을 창립했을 때 ‘ 공

리성 ( 功利性 )’ 이나 ‘ 실리성 ( 實利性 )’ 을 ‘ 뒷면’ 에서 중시했다고 말한 것으로 생각된다 . 이 점

에 대해서는 순수하게 철학적 인식의 중요성으로 철학관을 창립했다는 라이너 슐쩌의 논문과 정면으

로 대립한다 .

지금까지 선행연구를 검토해 왔는데 다음에 엔료의 조선순강를 들고 싶다 . 또한 조선순강에 대해서는 

엔료 자신의 일지 이외에도 , 본지에 발표된 사토 아쓰시 ( 佐藤厚 ) 의 ｢이노우에 엔료의 조선순강에 

관한 자료―식민지기 조선발행 기사를 중심으로｣ 를 참조했다 .

2.　제 1 회 만한기행 ( 満韓紀行 )

엔료가 조선에서 강연활동을 하기 전에 일본과 조선의 관계를 어떻게 보고 있었는지 엔료의 조선에 관

한 견해를 보여 주는 논고는 없다 . 주지하는 바와 같이 엔료는 메이지 20 년 (1887) 에 현재의 동양대

학의 전신인 사립학교 ‘ 철학관’ 을 창립했다 . 이 창립사업을 뒤받침한 것을 ‘ 철학관의 세 은인 ( 恩

人 )’ 으로 불리는 사람들이다 . 세 은인이란 가토 히로유키 ( 加藤弘之 ), 데라다 후쿠주 ( 寺田福寿 ), 

가쓰 가이슈 ( 勝海舟 ) 이다 . 이 가운데 데라다 후쿠주는 엔료와 같은 동본원사의 승려로 경응의숙

( 慶応義塾 ) 에서 배우고 후쿠자와 유키치 ( 福沢諭吉 ) 의 신뢰를 얻었던 인물이다 (16).

　이 데라다 후쿠주는 조선의 근대화에 노력한 ‘ 김옥균 ( 金玉均 )’ 을 후쿠자와 유키치에게 소개한 

것으로 알려져 있다 . 그 과정은 다음과 같이 말해지고 있다 (17).

　「 김옥균은 초기 개화파의 일익을 담당한 동지 스님인 이동인 ( 李東仁 , ？ -1881) 을 1878 년 6 월에 

몰래 일본에 파견했다 . 동본원사 부산별원 ( 釜山別院 ) 오쿠무라 엔신 ( 奥村円心 ) 의 소개로 쿄토의 

동본원사를 방문한 이동인은 그 후 1880 년 3 월 , 토쿄의 동본원사 별원으로 옮겨 승려 데라다 ( 이시
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가메 ) 후쿠주 ( 寺田 [ 石亀 ] 福寿 ) 를 소개받아 , 그 데라다 ( 寺田 ) 를 통해서 후쿠자와 ( 福沢 ) 와 연

락하는 데 성공한 것이다 . 오사카 경응의숙에서 배운 경험이 있는 데라다 ( 寺田 ) 는 그 인연으로 이동

인을 후쿠자와 ( 福沢 ) 에게 소개했고 , 그 후 잠시 이동인은 후쿠자와 ( 福沢 ) 의 집을 거점으로 일본

의 사정을 시찰하고 1880 년 9 월 , 조선에 귀국한 후 그 견문을 김옥균에게 보고했다 .」

　이러한 사전에 준비를 한 후 1882 년에 김옥균은 제 1 차 일본방문을 실시하고 “ 도중에 교토까지 먼 

길을 마중 나온 데라다 후쿠주 ( 寺田福寿 ) 와 함께 같은 해 6 월 도쿄에 가고 , 도쿄에서 일본의 정치 , 

경제 , 군사 등의 시설을 시찰했다 . 이 때 김옥균은 미타 ( 三田 ) 의 후쿠자와 ( 福沢 ) 자택을 방문했

다 . 이것이 후쿠자와 ( 福沢 ) 와 金玉均의 첫 대면이었다 . 그런데 이 해의 3 월 11 일 ・時事新報・ 사

설에 ｢조선의 교제를 논한다｣ 라는 제목으로 최초의 조선론 ( 朝鮮論 ) 이 게재되었다 . 후쿠자와의 조

선문제에 대한 관심이 급속히 높아지는 시기이다 .(18)

　1884 년 12 월 조선의 혁신에 몰두하는 김옥균은 일본 공사 ( 公使 ) 의 協力을 얻어 민씨정권을 타도

하는 쿠데타 ( 甲申事変 ) 를 일으켰는데 , 실패하여 일본으로 망명했다 . 김옥균의 망명생활을후쿠자와

나 데라다는 지원했다고 한다 .

　이러한 경험을 한 데라다 ( 寺田 ) 는 엔료에게 조선문제를 전하지 않았을까 ? 엔료의 조선관의 형성

에 데라다가 관계했을 가능성은 생각될 수 없을까 ?

엔료는 메이지 39 년 (1906) 10 월말에 한국을 방문했다 . 그 강연여행을 소개하기 전에 당시의 일본과 

한국의 정치적 정세를 소개해 두고자 한다 . 박경식은 다음과 같이 말한다 .

　“ 1905 年 7 月 日本은 미국과 ‘ 가쓰라 - 태프트 밀약’ 을 같은 해 8 월에는 ‘ 제 2 차일영동맹’ 을 

맺고 영・미와의 군사동맹관계를 만들어 갔다 . 같은 해 9 월 ‘ 노일강화조약’ 이 체결되고 일본은 한

국에서의 정치상 , 경제상 , 군사상의 탁월한 이권을 보유하는 것 , 그리고 일본이 한국에서의 필요로 

인정한 ‘ 지도’ , ‘ 보호’ 및 ‘ 감리조치 ( 監理措置 )’ 를 취하는 것에 간섭하지 않는 것을 러시아에 인

정시켰다 .”

　“ 같은 해 10 월 일본은 ‘ 한국보호권확립의 건’ 의 각의결정 ( 같은 해 4 월 ) 을 바탕으로 아울러 그 

실행에 관한 각의결정을 하고 , 이를 근거로 11 월 17 일에 ‘ 第 2 차일한협약’ ( 을사 5 조약 , 한국보호

조약 ) 을 무력을 배경으로 강제하였다……이로 인해 한국은 외교권을 완전히 일본에 빼앗기고 , 나아

가 한국을 ‘ 보호국’ 으로 하여 내정까지 감독하는 한국총감부의 설치를 규정했다 . 이것은 일본군에 

의한 한성부 , 왕궁 등의 제압 아래에서 한국황제 , 한국정부를 무력협박하고 강제적으로 체결시킨 것

으로 국제법상 무효가 되는 것이다 . 이렇게 해서 한국에 대한 일본의 식민지정책이 구체적으로 진행

되었다 .”

　“ 1906 년 2 월 전년도 말에 결정된 한국총감부가 설치되고 , 3 월에 이토 히로부미 ( 伊藤博文 ) 가 

초대 통감으로 부임했다 . 통감은 천황에 직례하고 한국의 정치・군사 등의 관한 절대적인 권한이 부

여되어 , 한국의 내정에 대한 감독권을 강화해 갔다 . 이렇게 해서 한국정부는 존재하기는 하지만 실권

은 한국총감부가 장악해 갔다 .” (19)

엔료의 첫 번째의 ｢만한기행｣ 은 이러한 일본의 한국총감부 초기에 실시했는데 , 이 강연여행은 계화

적으로 실시한 것이 아니었디 . 메이지 39 년 (1906) 은 엔료가 철학관대학장을 은퇴하고 수신교회운

동에 일교육자로서 몰투하고 전국순강을 시작한 해이다 . 이 해의 4 회째 순강은 7 월 8 일부터 시작하

여 10 월 27 일까지 국내를 순강하고 , 그 계속으로서 한국에 건너간 것이다 . 도쿄 ( 東京 ) 에서 시코

쿠 ( 四国 ), 시코쿠 ( 四国 ) 에서 사가현 ( 佐賀県 ) 을 순강했다 . “ 그러부터 조선에 건너갔습니다 . 이

것은 여정한 것이 아니었지만 나가사키 ( 長崎 ) 까지 간 김에 조금 더 가려고 생각해서 조선에 건너간 

것입니다 . 조선에 건너가면 한 발 더 나아가 만주에 들어가려고 생각했습니다” (20)

　10 월 28 일에 한국 부산에 배로 도착한 엔료는 “ 한국의 산은 나무도 없고 풀도 없고 , 적토를 노출

한다 . 정말 살풍경 ( 殺風景 ) 하다” 고 느꼈다 . 숙소는 본원사 별원이었다 . 필자는 본고의 말미에 엔

료의 일지를 바탕으로 해서 ｢조선순강일람｣ 을 작성했는데 , 부산에는 10 월 28 일부터 11 월 1 일까지 

6 일간 체재하고 담화・연설・강연을 5 회 진행했다 . 다음의 경성에는 11 월 2 일부터 6 일까지 5 일
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간 체재하고 2 회 연설했다 . 경성에서 인천으로 옮겨 11 월 6 일부터 7 일까지 2 일간 체재하고 2 회 연

설했다 . 마지막으로 평양에서는 11 월 8 일부터 9 일의 이틀간 체재하고 1 회 강연했다 . 그리고 11 월 

10 일에 신의주역에서 만주로  향했다 . 한국체재는 2 주간인데 연설・강연은 합계 11 회였다 . 이 체

재의 일지를 분석한 박경식은 다음과 같이 말했다 .

　“ 부산에서는 철학관 출신의 아라나미 헤이지로 ( 荒波平治郎 ) 가 교장을 맡은 개성학교에서 담화를 

나누는데 , 동교 ( 同校 ) 의 본교 ( 本校 )・분교 ( 分校 ) 에는 한국인 학생이 300 여명이나 있고 ‘ 정말 

성공했다고 할 수 있다’ 라고 만족하고 있다 . 그리고 아라나미 ( 荒波 ) 교장에게 다음과 같은 찬사의 

한시 ( 漢詩 ) 를 보냈는데 , 일본의 조선침략에 관해서는 아무런 고려도 없었던 것으로 보인다 . ／

‘ ……다년신고 ( 多年辛苦 ) 끝에 차례차례로 그 공 ( 功 ) 은 결실했다 . 문명 ( 文明 ) 을 내걸고 , 월일

( 日月 ) 을 새롭게 하고 , 팔도 ( 八道 ) 의 낡은 산천 ( 山川 ) 을 비추는 것이다 .’ [ 漢詩 - 인용자 ]”

　“ 부산에서 경성에 이르는 도중에 한국인의 가옥에 대해 ‘ 전에 들은 바와 같이 돼지우리 ( 豚小屋 )

와 다를 바가 없고 , 미개야만 ( 未開野蛮 ) 의 주택이지만 다만 놀라운 것은 그런 작은 가옥에 살면서 

사람의 체격이 의외로 큰 것이다’ ……나무를 보고 숲을 못 보는 편견과 우월감에서 동정을 나타내고 

있다 .”

　“‘ 요컨대 한국인은 수백년간 아무런 진보도 없고 오래 악정 아래에 억압당하고 오직 구관 ( 舊慣 )

을 고수해서 하루살이 생활의 경계를 보낼 뿐이다 .……만물의 영장인 인간으로는 정말 불쌍히 여겼

다 . 그런 사람에게 인간에게는 영지영능 ( 靈知靈能 ) 이 있는 것을 가르치고 인격에 대한 것 , 천직에 

대한 것을 가르치는 것은 , 저는 일본인의 임무라고 믿고 있습니다’ 라고 해서 일본의 조선침략과 식

민지지배를 합리화하는 견해를 말하고 있다고 생각된다 .”

　“ 다음에 조선인의 도덕에 대해 ‘ 조선인은 일반적으로 도덕의 관념이 모자라다는 것을 전해 듣고 있

다 . 남에게 거짓말을 하는 것은 당연한 것으로 생각하고 있다고 한다 . 이것은 즉 오늘날까지 교육도 

종교도 결여되기 때문임이 분명하다’고 했는데 , 이것은 편견이 가장 큰 부분이라 하지 않을 수 없다 . 

이노우에의 발언은 아무런 조사도 없이 남의 편견을 받아 옮기고 있을 뿐이다 . 이 발언은 일본의 침략

자들에게 그대로 돌려주고 싶은 내용이라고 생각한다 .”

　“ 이노우에는 11 월 2 일 경성에 도착 , 다음 날 3 일 한국통감부 총무장관인 쓰루하라 데이키치 ( 鶴
原貞吉 ), 부장인 기우치 주시로 ( 木内重四郎 ), 이사관인 미우라 야고로 ( 三浦弥五郎 ), 군정부의 구

로다 다쿠마 ( 黒田太久馬 ) 등을 방문 , 당일은 ‘ 천장절 ( 天長節 )’ ( 메이지 천황의 생신 ) 이라 다음

과 같은 천황숭배사상 , 조선인에게의 ‘ 황은 ( 皇恩 ) 의 혜택’ 을 말하고 있지만 일본인은 몰라도 조선

인에게 천황은 불구대천 ( 不倶戴天 ) 의 적이었다 . 이노우에의 사상에는 이 천황숭배사상이 근간에 

있는 것일까 ? / ‘ 천장절인 오늘은 조선에 기쁨의 얼굴이 많고 , 이 이국도 역시 우리 황은의 혜택을 받

고 있는 것이다 . 아침부터 천황의 장수를 축하하려고 요리는 청국 ( 清国 ) 과 조선 , 술은 일본주로 축

연을 열었다 .’ [ 漢詩―인용자 ] 라고 피상적인 견해로 시종일관한다 .”

　평양에서 읊은 한시의 일부에는 ‘ ……한국의 사람은 함부로 의례를 자랑하는데 , 어떤 냄새가 집에 

가득하고 그 옷도 비린내가 난다’ [ 漢詩―인용자 ](21)

　엔료는 11 월 10 일에 만주로 향하고 11 월 29 일에 도쿄로 돌아왔다 . 엔료의 조선에 대한 견해는 

이미 박경식이 지적한 것 처럼 청일전쟁・노일전쟁의 전승국의 것이고 일본의 한국통감부라는 지배자 

쪽에 선 것이었다 .

3.　제 2 회 조선순강

엔료는 1918 년 즉 ‘ 다이쇼 ( 大正 ) 7 년 5 월 , 조선총독부에서 13 도국민도덕강화촉탁의 명을 배수

( 拝受 ) 하여 24 일 ( 금요일 ) 맑은 아침 , 8 시반의 특급을 타고 선지로 향’ (22) 했다 .

제 1 회의 조선에서의 강연부터 12 년이 경과했고 이번은 지난번처럼 여행의 속편이 아니라 조선총독

부에서의 의뢰라는 명확한 목적의식과 계화을 가진 것이었다 . 이 시기의 일본과 조선의 정치적관계에 
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대해 박경식은 다음과 같이 말한다 . 

　“ 같은 해 [1905 년―인용자 ] 8 월 16 일 , 데라우치 ( 寺内 ) 통감은 이완용 내각과 ‘ 병합조약안’ , 

‘ 병합각서’를 수교 , 각의에서는 학부대신 이용직이 반대했지만 8 월 22 일에 ‘ 한국병합에 관한 조약’

이 이완용 , 데라우치의 서명 아래에 조인됐다 . 그러나 조선인민의 반대를 두려워서 8 월 25 일 경무총

감부에서는 정치적집회 , 옥외민중집회를 금지하는 ‘ 집회취체에 관한 건’ 을 공포하고 , 8 월 29 일 

‘ 한국병합에 관한 조약’ 을 공포했다 . 동시에 대한제국은 ‘ 조선’ 이 되고 조선총독부가 설치됐다 . 

／ ｢한국병합조약｣ 서두는 ‘ 상호 행복을 증진하며 동양의 평화를 영구히 확보하고자하는 바 이 목적

을 달성하기 위해서는 한국을 일본 제국에 병합하는 것이 낫다고 확신하여’ 이며 그 제 1 조에 ‘ 한국

황제폐하는 한국전부에 관한 일절의 통치권을 완전하고도 영구히 일본제국 황제폐하에게 양여한다’ , 

제 2 조에 ‘ 일본국 황제폐하는 앞의 조항에 기재된 양여를 수락하고 한국을 완전히 일본제국에 병합하

는 것을 승낙한다’ 고 했다 . ／이 ‘ 병합조약’ 은 무력의 위협 아래에서 강제된 제 1 차 , 제 2 차 , 제

3 차 ‘ 일한협약’ 을 토태로 해서 만들어진 것으로……완전한 무력 점령에 다름이 아니었고 , 이것 또

한 국제법상 무효라고 할 수 있겠다 .” (23)

　“ 1910 년 이전 일본의 상업자본가가 조선의 도시 개항장에 진출하여 조선인상업을 압박했다 . 일본

상인은 사금 , 모피 , 인참 , 미곡 등을 싸게 사고 , 일본에서 면포 , 약품 , 잡화 등을 비싸게 팔았다 . 일

본의 잡화상 , 여관・요리집 , 고리대금업자가 각 도시에 출현했다 . 그리고 일본자본은 경부선 등의 

주요철도의 부설과 재정고문 메카타 다네타로 ( 目賀田種太郎 ) 에 의한 한국에서의 화폐정리를 강행

하고 , 한국의 화폐제도를 일본에 종속시켰다 . 그리고 그 실무자인 제일은행이 한국의 중앙금융기관이 

되고 제일은행권을 태환권 ( 兌換券 ) 으로 무제한으로 발행 , 한국지배의 경제적기반을 이룩했다 . ／

일본자본은 초기에 정미업 , 식품가공업 , 피혁・연초제조업에 진출했다 . ／일본은 1910 년 12 월에 

‘ 회사령 ( 會社令 )’ 을 공포해서 조선에서의 회사의 설립을 허가제로 해서 조선공업의 발전을 억압했

다 . 조선은 쌀을 중심으로 한 식료품 및 공업원료의 공급지 , 일본상품의 판매시장으로 1910-20 년대

에는 약탈무역에 의한 식민지수탈이 강행돼 갔다” (24)

　이러한 시기에 엔료는 조선 전토를 순강했다 . 5 월 25 일에 시모노세키 ( 下関 ) 부터 조선의 부산에 

도착하자마자 바로 경성으로 향했다 . 다음 날 경성에 도착한 엔료는 ‘ 저는 메이지 39 년 총감부 시대

에 처음으로 조선을 역유 ( 歴遊 ) 했는데 그 당시에 비하면 경성만으로도 별천지의 모습을 보이고 , 우

편국 부근은 동양의 작은 파리를 연상하게 한다’ (25) 고 일지에 써있는데 , 박경식은 “ 조선총독부에 의

한 ‘ 무단정치’ 를 높이 평가하고 있다” (26) 고 말했다 .

　본고 말미의 ｢조선순강일람｣ 에 보이듯이 5 월 27 일부터 경성에서 순강을 개시하고 5 월 30 일에서 

6 월 9 일까지는 서조선을 , 6 월 10 일에서 6 월 12 일까지 중조선을 6 월 12 일에서 6 월 25 일까지는 

남조선을 6 월 25 일에서 7 월 3 일까지는 동조선을 7 월 4 일에서 7 월 18 일까지는 북조선을 순강했

다 . 부산으로 입국하고 부산에서 출국했는데 일수는 합계 56 일에 달한다 . 이 사이에 엔료는 ‘ 13 도 

11 부 26 군 30 면리 91 개소 116 석 청중 35,910 인’ (27) 의 순강을 했다 . 엔료의 일지를 바탕으로 해

서 순강지를 동그라미로 치고 작성한 것이 본고 말미의 ｢조선순강지도｣ (28) 이다 . 이 지도를 보면 엔

료의 순강이 조선 전토에서 개최된 것이 일목료연하다 . 그리고 엔료가 정리한 ｢조선전도개회일람｣ (29)

를 바탕으로 필자가 작성하고 일본의 전국순강과 비교한 것이 다음의 ｢조선순강통계｣ 이다 .

朝鮮巡講統計（ 大正 7・1918 年）

巡講의 会場
　 寺院 小学校 他の学校 その他 合計

朝鮮 21 38 11 21 91
　 23.1 41.8 12.1 23.1 100.0 

日本 36.5 45.9 7.9 9.7 100.0 
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巡講의 主催者
　 教育関係 町村有志 諸団体 仏教関係 組織連合 自治体 合計

朝鮮 18 6 20 8 9 30 91
　 19.8 6.6 22.0 8.8 9.9 33.0 100.0 

日本 27.0 17.8 17.7 10.2 11.1 16.1 100.0 
演題類別

　 詔勅修身 妖怪迷信 哲学宗教 教　育 実業 雑題 合計
朝鮮 75 20 14 4 1 2 116
　 64.7 17.2 12.1 3.4 0.9 1.7 100.0 

日本 40.8 23.6 15.4 7.9 6.8 5.4 100.0 
巡講의 聴衆

　 朝鮮人 日本人 合計 1 回平均
実数 5100 30810 35910 395
％ 14.2 85.8 100.0 　

註　이 통계는 이노우에 엔료 ・南船北馬集・ 제 16 편 , pp.112-118 및 ・井上円了選集・ 제

15 권 , pp.496-498 를 기초로 해서 작성했다 .

이 ｢조선순강통계｣ 를 보면 엔료의 순강의 전체를 리해할 수 있다 . 제 1 은 ‘ 순강의회장’ 인데 ‘ 소학

교’ 가 가장 많고 (41％ ), 다음은 ‘ 사원’ , ‘ 기타’ 로 같은 23％이다 . ‘ 다른 학교’ 는 12％이다 . 

학교관계를 합계하면 53％로 반수를 넘는다 . 이것을 일본과 비교해 보면 학교관계의 할합은 50％태로 

똑같고 ‘ 사원’ 은 10 포인트 일본보다 적고 대신 「 기타」 가 일본보다 10 포인트 이상 많이 차지하고 

있다 .

제 2 의 ‘ 순강の주최자’ 를 보면 특별히 반수를 넘는 것은 없다 . ‘ 자치체’ 가 33％ , ‘ 제단체’ 가 

22％ , ‘ 교육관계’ 가 20％ , ‘ 조직련합’ 이 10％ , ‘ 불교관계’ 가 9％ , ‘ 지방 유지’ 가 7％로 되어 

있다 . 일본과 비교해서 눈에 띄는 점은 ‘ 자치체’ 가 일본보다 많고 ‘ 지방 유지’ 가 일본보다 적은 것

이다 . 엔료의 조선순강이 조선총독부라는 ‘ 위에서의 의뢰’였다는 것이 여기에 나타난다고 생각된다 .

제 3 의 ‘ 강연의 주제 ( 演題類別 )’ 를 보면 ‘ 조칙수신 ( 詔勅修身 )’ 이 가장 많고 65％이다 . 다음은 

‘ 요괴미신 ( 妖怪迷信 )’ 17％ , ‘ 철학종교’ 12％로 조칙수신과 큰 차를 보이고 있다 . 기타의 ‘ 교육’, 

‘ 잡제 ( 雑題 )’ , ‘ 실업 ( 実業 )’ 은 합계해도 10％미만이다 . 일본과 비교해서 눈에 띄는 점은 역시 

조칙수신이 높은 것으로 일본보다 25 포인트 웃돌았다 . 이것은 조선총독부의 ‘ 국민도덕강화’ 라는 

의뢰에 엔료가 충실히 따랐기 때문일 것이다 . 그 의미에서 엔료의 순강은 ‘ 관제 ( 官製 )’ 에 의한 것

이었다 .

제 4 는 ‘ 순강의 청중’ 이다 . 합계로 약 3 만 6 천명인데 이것을 일본인과 조선인으로 나누면 일본인

이 3 만 810 명 ( 엔료는 ‘ 내지인’ 으로 부르고 있다 ) 으로 86％를 차지하고 조선인은 5100 명으로 

14％로 적다 . 1 회의 청중의 평균은 399 명으로 되어 있다 .

그럼 엔료는 구체적으로 어떤 강연을 했던 것일까 ? 허지향의 논문에서는 ・朝鮮及満州・에 게재한 강

연기사가 인용되고 있다 (30). 사토 아쓰시 ( 佐藤厚 ) 의 ｢이노우에 엔료의 조선순강에 관한 자료｣ (31)

에는 허지향의 논문이 거론한 기사 이외에 ・매일신보 ( 毎日申報 )・, ・조선신보 ( 朝鮮新報 )・, ・경

성일보 ( 京城日報 )・의 기사가 있고 , 당시의 강연내용을 밝히고 있으므로 참조를 바란다 . 전술한 통

계의 ‘ 강연의 주제’ 에서 말한 것 처럼 강연은 ‘ 조칙수신’ , ‘ 요괴미신’ 으로서 , 특히 전자의 ‘ 조칙

수신’ 이 많았다 . 그런데 사토 아쓰시 ( 佐藤厚 ) 가 수집한 당시 조선의 신문기사를 보면 요괴학 관계

는 ｢심리적요괴 ( 心理的妖怪 )｣ (・매일신보・, ・경성일보・) 와 ｢미신론 ( 迷信論 )｣ (・조선신보・)

이 있다 . 국민도덕관계로는 ｢조선인동화론―교육만능주의｣ (・매일신보・) 가 있고 , ｢｣ 국민도덕의 

대강 ( 大綱 )｣ (・ 朝鮮及満州・) 이 있다 . 여기서는 후자인 ｢국민도덕의 대강｣ 을 인용하고자 한
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다 (32).

이 ｢국민도덕의 대강」 은 다이쇼 7 년 (1918) 5 월 26 일에 경성고등여학교 강당에서 실시한 것이다 . 

이 강연의 요점을 정리해서 열거해 두고자 한다 . 첫 번째는 ‘ 우리 국민도덕」 , 선제 ( 先帝 ) 의 교육

칙어와 무신조서 ( 戊申詔書 ) 의 이대칙어 ( 二大勅語 ) 에 근본이 있고 “ 적어도 제국의 신민이라면 이 

천고부마 ( 千古不磨 ) 의 대유훈 ( 大遺訓 ) 을 준법해서 제국의 발전향상을 도모해야 한다” 고 한다 . 

두 번째로는 현재의 서양문명은 만개상태 , 이에 반해 동양문명은 쇠퇴빈사의 상태이지만 , 이 사이에

서 “ 흘립 ( 屹立 ) 하여 서양의 문화 ( 文華 ) 와 미 ( 美 ) 를 다투고 있는 것은 , 오직 우리 제국이 있을 

뿐이다” , “ 동양에서의 모든 책임은 다 일본에 걸려 있다” 고 한다 . 세 번째로 , “ 우리 국체 ( 國體 )

의 존엄을 유지해 온 원동력이 어디에 있는지를 말하면 충효의 이도 ( 二道 ) 이다” , “ 서양인의 국가

에 대한 근본관념 [ 이기주의―인용자 ] 은 우리 일본국민의 국가에 대한 관념과는 전혀 다르다 . 충군

애국의 정신사상은 그 출발점을 다르게 한다” 고 한다 ( 같은 동양에서도 중국과 일본은 사상에 큰 차

이가 있고 중국의 국민성에 감동해서는 안 된다 .). 네 번째는 , “ 일본인의 마음에는 대의 ( 大義 ) 가 

있는데 , 이것이 일본의 정화 ( 精華 ) 이고 , 이것이 충효가 되고 일본민족의 특색이지만 서양인은 애국

심의 함양에 고생하고 있다 . 우리나라는 전에 이대칙어를 ‘ 신조로 나가야 된다 . 이제 일본과 조선은 

합병되고 한 나라가 됐는데 원래 국명으로부터 일한은 하나이다’ 라고 한다 . 이제 이 량국은 합방하

고 일단으로 화해서 광영있는 만세일계의 천황폐하를 봉대하고 미이쓰 ( 御稜威 ) 아래에 동양의 문명

을 발달시키고 동아민족의 흥륭를 기도하며 세계의 문명에 공헌해야 된다” 고 한다 .

엔료의 조선순강의 일지에는 같은 취지의 기사가 말해지고 있다 .

“ 오늘날 조선의 도로는 내지이상이고 자동차가 종횡으로 분주할 수 있게 되고 , 또 각도회에는 수도설

비가 있어서 음용수에 불편함이 없으며 , 또한 전등전화가 골고루 미친 것은 다 조선합병의 덕택이 아

닌 것이 없다 . 학교교육의 보급도 생명재산의 안전도 다 그 덕분이다 . 조선인은 그 은혜를 심두에 명

하고 이에 보답하는 것을 생각해야 된다 .” (33)

“ 합병 이래 악정은 선정으로 일변하고 인민은 처음으로 안도 ( 安堵 ) 할 수 있었다 . 조선인은 영원히 

이 혜택을 잊지 않음을 바란다 . 저는 각 회장에서 다음과 같이 말했다 . 일본의 이름은 욱일 ( 旭日 )

이고 , 조선의 이름은 조는 아침 , 선은 선명함 , 즉 아침의 경치이다 . 이 경치는 욱일에 의해 생기는 것

이고 만일 욱일이 없으면 조선은 무의미하게 될 것이다” (34)

엔료는 조선을 식민지화한 일본을 찬미한 논리를 전개할 뿐이다 . 박경식은 이러한 엔료의 조선순강을 

다음과 같이 총괄했다 (35).

“ 이노우에 엔료는 유럽의 근대화를 배우고 일본사회의 근대화의 확립을 염원하고 교육칙어에 제시된 

국민도덕을 목표로 계몽운동 , 수신교회운동을 전개해 갔다 . 이노우에 엔료의 일본내의 순강에서는 

‘ 관학’ 에 대한 ‘ 전학 ( 田學 )’ 이라는 민중적 입장에서 近代的  계몽운동에 일정한 역할을 다했다고 

생각한다 . ／그러나 조선인에 대해서는 민족의 존재와 그 주체성은 전혀 고려하지 않고 , 그것을 부정

해서 일본으로의 동화라는 일본정부의 조선식민지정책을 뒤쫓아 간 것 같다 . 이노우에의 조선순강이 

조선총독부관헌 등에 의한 조직・동원에 의해 수행된 것으로부터도 그렇게 말할 수 있을 것이다 . 이

것은 이노우에 엔료 뿐만 아니라 당시 일본의 대부분의 이데올로그가 그랬던 만큼 , 이노우에는 그 대

표적 인물의 한 사람이라고 할 수 있겠다”
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22	 井上円了「朝鮮巡講第一回（西鮮及中鮮）日誌」（前掲書）p.103.
23	 朴慶植 ,	前掲論文 ,		pp.90-91.

24	 위의 논문 ,	p.93.	
25	 井上円了「朝鮮巡講第一回（西鮮及中鮮）日誌」（前掲書）p.104
26	 朴慶植 ,	前掲論文 ,		p.95
27	 井上円了「朝鮮巡講第三回 ( 北鮮 ) 日誌」（前掲書）p.28.

28	 原図는	『조선 일람』朝鮮総督府 ,	大正 12(1922) 年의	地図이다 .
29	 井上円了「朝鮮巡講第三回（北鮮）日誌」（前掲書）pp.22-28
30	 許智香 ,	前掲論文 ,	pp.156-157

31	 佐藤厚「井上円了의	朝鮮巡講에	関한資料―植民地期	朝鮮発行	記事를	中心으로」（『井上円了센터연보』第 23 号）
32	 위의 논문 .
33	 井上円了「朝鮮巡講第三回（北鮮）日誌」（前掲書）p.18.

34	 위의 논문 ,	p.21.
35	 朴慶植 , 위의 논문 , p.105. 엔료의 동화론에서는	“ 동화문제의 첫 번째는 언어의 보급이다 . 조선인이 어학의 천재를 

보유하는 점은 참으로 놀랄 만하다 . 보통학교에 들어가서 처음으로 내지어를 배우고 반년을 지나면 자유롭게 국어를 

문해하고 그리고 자유롭게 대화할 수 있다고 하는데 , 만일 분교장적 ( 分教場的 ) 인 서당을 두고 서당에 있을 당시부터 

내지어를 배우게 되면 국어의 보급에 한층 더 진보를 보이는 것은 물론이고 , 더구나 교육을 보급함으로 조선인의 지견

을 열리게 하면 , 처음으로 문명의 혜택의 감사를 자각하게 되고 병합전과 병합후의 상위도 잘 식별하고 충심으로 내지

를 향해서 감사를 나타나게 함은 의심이 없다 .” ( 佐藤厚「井上円了의	朝鮮巡講에	関한	資料―植民地期	朝鮮発行	記事를 

中心으로」(『井上円了센터연보』第 23 号 )) 고 한다 . 메이지 20 년대에 일본주의를 주창하고 일본의 독립을 논한 엔료

는 그 정신을 독립시키기 위해서는 역사 , 언어 , 종교의 주체성을 주장했다 . 조선순강에는 그 시대의 사상적 문제는 

전혀 되돌아보지 않는다 .
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100 년전의 東洋大学 유학생 이종천（李鍾天）
－논문 ｢불교와 철학｣ 과 이노우에 엔료（井上円了）의 사상－

사토 아쓰시（佐藤 厚）

1 문제의 소재

　동양대학 ( 東洋大学 , 토우요우 다이가쿠 ) 은 이노우에 엔료 ( 井上円了 , 1858~1919) 가 그 전신인 

철학관을 설립한 지 125 년이 넘는 역사를 가진 대학이다 . 1945 년 (2 차 세계대전 종전 ) 까지 동양대

학에는 많은 조선인 유학생이 재적하고 있었으며 , 그 중 졸업자는 약 160 여명에 이른다 . 그들은 귀국

후 , 승려 , 작가 , 언론인 등으로 활약했다 1. 그 중 본 발표에서 취급하는 인물은 지금으로부터 정확히 

100 년 전인 1914 년에 동양대학에서 유학한 한국인 승려인 이종천 ( 李鍾天 , 1890~1928) 이다 . 그

는 한국인 유학생 1 호로 동양대학을 졸업한 후 귀국하여 한국불교계의 개혁은 물론 조선 총독부의 언

론집회탄압에 항의하는 등 사회적인 활동을 벌였지만 , 38 세에 병으로 요절했다 . 

　본 발표에서는 이종천이 동양대학 재학 중인 1918 년에 작성한 논문 ｢불교와 철학｣ 이 이노우에 엔

료의 사상을 배경으로 한 저작임을 밝힌다 . 이것은 이노우에 엔료 사상이 해외에 미친 영향을 보여 주

는 중요한 것이고 , 더욱이 한국 불교와 철학 연구 상에서도 중요하다고 생각된다 . 이 방면의 연구로

는 이미 김영진 선생이 일본 불교철학의 한국에의 영향이라는 주제로 논했지만 2, 본 발표에서는 그것

을 보다 구체적으로 제시하고자 한다 . 

2. 이종천의 약력 3

2.1　출생부터 동양대학 유학까지

　호는 춘성 ( 春城 ) 으로 1890 년 ( 메이지 23) 경상남도 울산에서 태어났다 4. 고성 ( 固城 ) 옥천사

( 玉泉寺 ) 에서 출가한 후 통도사로 옮겼다 . 스승은 김구하 (1872~1965) 스님이었다 . 김구하는 당시

의 유력한 승려로 , 조선총독부가 지정한 30 본산의 하나인 통도사의 주지스님이었다 . 이종천은 김구

하 선사의 지원으로 동경으로 가 조동종 ( 曹洞宗 , 소우토우슈우 ) 제 1 중학 ( 현 세타가야하쿠엔 , 世

田谷学園 ) 에서 수학한 후 1914 년 ( 타이쇼우 3) 4 월부터 1919 년 ( 타이쇼우 8) 3 월까지 5 년간 동

양대학에 유학했다 . 같은 해에 일본의 대학으로 유학한 승려는 모두 13 명이다 . 조동종 대학 ( 현 코

마자와 , 駒澤大学 ) 4 명 , 동양대학 1 명 , 부잔 ( 豊山 ) 대학 ( 현 大正大学 真言学 専攻 ) 1 명 , 린자

이슈우 ( 臨済宗 ) 대학 ( 현 하나죠노 , 花園大学 ) 7 명이었다 5。

2.2　유학 당시의 동양대학

　이종천이 유학한 1914 년의 동양대학은 오오우치 세이란 ( 大内青巒 , 1845~1918) 이 제 3 대 학장

으로 취임한 해였다 . 1916 년에는 전문학교령 ( 専門学校令 ) 에 의해 대학으로는 처음으로 여학생을 

받아들이는 등 변화를 보였다 .

　당시 동양대학의 학부학과는 대학부 제 1 과 , 제 2 과 , 전문부 제 1 과 , 제 2 과의 2 부 4 과로 구성되

어 있었다 .6 이종천은 이중 전문부 제 1 과에서 수학했다 . 이 학과는 ‘ 윤리 , 교육 , 철학 , 영어를 주 
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대상으로 하고 아울러 감화구제 ( 感化救済 ) 에 관해 교수하는’ 것으로 수업연한의 3 년이었다 . 강의

의 종류를 보면 크게 윤리 , 교육 , 국어 및 한문 , 철학 , 법제경제 , 생리 , 역사 , 영어 , 변론의 9 개의 

과목군으로 구성된다 .7

　이 중 철학 과목군은 1 년에서는 논리학 , 서양철학사 , 인도철학을 , 2 년에서는 인식론 , 서양철학사 , 

인도철학을 , 3 년에서는 서양철학사 , 중국철학 , 인도철학 , 사회학을 수강하게 되어 있다 . 이처럼 인

도철학의 경우 3 년간 배우게 되는데 , 강사는 마에다 에운 ( 前田慧雲 ), 와타나베 카이교쿠 ( 渡辺海
旭 ), 키무라 타이켄 ( 木村泰賢 ), 사카이노 사토시 ( 境野哲 ), 시마지 다이토 ( 島地大等 ), 소가 료진

( 曽我量深 ) 의 6 명이다 8. 어떤 내용의 강의가 이루어 졌는지 알 수 있으면 흥미롭겠지만 , 전하지 않

는다 . 

　이종천은 1918 년 조선의 불교잡지인 『 조선불교총보』 에 3 번에 나누어 논문 ｢불교와 철학｣ 을 게

재했다 . 이것은 이종천이 당시 관심을 가졌던 불교와 철학이라는 주제에 관해 다양한 학설을 바탕으

로 고찰한 것이다 . 뒤에서 검토하겠지만 , 이종천이 중심적으로 참고한 것은 이노우에 엔료의 학설이

었다 . 

2.3　1919 년 3 월의 일

　1919 년 ( 타이쇼우 8) 3 월은 한국에게 특별한 달이고 이종천에게 있어서도 그랬을 것이다 . 3 월 1

일 , 조선에서는 일본으로부터의 독립을 주장하는 만세운동이 일어났다 . 이때 일본에 있던 이종천은 

어떤 생각을 하였을까 ? 25 일 , 동양대학 졸업식이 거행되어 , 이종천은 전문부 1 과를 졸업하게 된다 . 

그때 대학 전체의 졸업생은 30 인 9 으로 현재와 비교하면 매우 적은 편이다 . 이종천이 재적한 전문부 

1 과의 졸업생은 5 명이었다 . 그리고 이종천은 한인 졸업생 1 호였다 .10

　졸업식 이틀 후인 3 월 27 일 , 토쿄 시바 ( 芝 ) 에 있는 조동종 사찰 세이쇼우지 ( 青松寺 ) 에서 조선

왕조 최후의 왕이자 대한제국 초대 황제인 이태왕 ( 고종 , 1852~1919) 의 추모식이 거행되었다 .11 주

최는 불교호국단이라는 조직이었다 . 이 조직은 1916 년 11 월에 , 국민정신의 진흥을 목적으로 불교 

각 종파의 승려가 연합하여 설립한 것이다 . 추모식에는 각 종파의 중진 , 이태왕 관계자외에 코다마 

히데오 ( 児玉秀雄 ) 백작 (1876~1947), 수에마쓰 켄초 ( 末松謙澄 ) 자작 (1855~1920, 부인은 이토우 

히로부미의 딸 ), 타지리 이네지로 ( 田尻稲次郎 , 1850~1923) 토쿄 시장의 대리 , 조선인 유학생 남여 

약 10 여명이 참석했다 . 식은 불교호국단 대표인 미네 겐코 ( 峰玄光 ) 의 추도문 , 도사 ( 導師 ) 키타

노 겐포 ( 北野元峰 ) 의 법어 , 불교연합회의 조문낭독 , 참배자의 헌향에 이어 한인 남자 유학생 대표

로서 이종천이 인사를 하는 순서로 진행되었다 . 이종천은 ‘ 일본인과 조선인 서로간의 철저한 이해가 

필요’ 함을 역설했다 . 3·1 운동 때는 조국에 있을 수 없었고 , 조국을 합병한 자의 나라에 있으면서 

조국 왕의 추모식에 참가하였던 그의 심정은 어떠했을까 ? 그가 말한 ‘ 일본인과 조선인 서로간의 철저

한 이해의 필요성’ 이라는 말에 담겨진 감정은 아주 괴로운 것이었다고 추측된다 .

2.4　귀국 후의 활동

　3·1 운동 이후 전국적으로 민족계몽을 위한 사회단체가 생겨났는데 , 조선으로 돌아온 이종천은 고

향인 울산에 설립된 울산청년회의 초대회장이 된다 . 순회강연에서는 ‘ 노동의 신성함’ , ‘ 인생과 노

동’ , ‘ 인격의 실현’ , ‘ 생활개선과 소비절약’ 등을 역설했다 . 더구나 1920 년 ( 타이쇼우 9) 에는 불

교계 계몽잡지인 『 취산보림 ( 鷲山宝林 )』 의 편집인이 되었다 . 1923 년 ( 타이쇼우 12) 부터는 경성에 

올라와 불교개혁 , 사회개혁 운동에 나섰다 . 그해 1 월 , 불교유신회가 조선총독부에 의한 사찰령 철폐

를 요구하는 회의를 개최했는데 이종천이 사회를 담당했다 . 그리고 각종 단체가 모인 청년당대회의 

준비위원의 한 명으로도 활동했다 . 

　1924 년 ( 타이쇼우 13), 불교계의 개혁을 기도한 조선불교청년회 총회에서 한용운이 총재로 선출되

고 이종천은 총무직에 취임하게 된다 . 같은 해 , 조선총독부의 언론집해탄압에 항의하는 탄핵회가 각

종 단체들에 의해 결성되자 이종천도 실행위원으로 참가했다 . 1925 년 ( 타이쇼우 14) 에는 지방으로 
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내려가 진주불교진흥회의 전무강사직을 맡는 한편 통도사의 본산위원으로 근무했다 .

　이종천은 이와 같이 조선불교계의 개혁 , 조선총독부에 대한 항의 , 지방에서의 계몽활동에 종사하였

지만 , 1928 년 ( 쇼와 3) 병으로 38 세라는 젊은 나이로 타계했다 . 『 東亜日報』 는 조선불교 개혁운동

에 헌 신 적 으 로 노 력 하 고 사 회 운 동 에 도 분 투 한 인 물 이 라 는 부 보 를 게 재 했 다 .12 

2.5　저작

　이종천의 저작으로 현재 다음의 13 종을 들 수 있다 .

題目 媒体、 号 著者名 刊行年 年齢
1 불교와 철학 『 조선불교총보』 9 号 李鍾天 1918 年 28 歳
2 불교와 철학 ( 続 ) 『 조선불교총보』 12 号 李鍾天 同上 同上

3 불교와 철학 ( 続 ) 『 조선불교총보』 13 号 万東鍾天 同上 同上

4 기독교와 불교의 입각지 『 조선불교총보』 14 号 李鍾天 1919 年 29 歳
5 종교론 『 취산보림』 1 号 李鍾天 1920 年 30 歳
6 종교론 ( 続 ) 『 취산보림』 2 号 正眼子 同上 同上

7 조선문학사개론 『 취산보림』 2 号 李鍾天 同上 同上

8 사회와 개인의 복종 『 취산보림』 2 号 万東生 同上 同上

9 조선문학사개론 『 취산보림』 3 号 李鍾天 同上 同上

10 조선문학사개론 『 취산보림』 4 号 李鍾天 同上 同上

11 불량소년론 『 취산보림』 5 号 万東生 同上 同上

12 사후의 문제 『 취산보림』 6 号 李鍾天 同上 同上

13 불교의 정치관 『 조음』 1 号 李鍾天 同上 同上

　이 중 많은 것은 불교 , 철학 , 종교에 관한 것으로 , 조선문학사개론 (7, 9, 10) 은 한국 문학연구 중

에서도 이른 시기의 문학사로서 주목받는다 . 또 만동생 ( 万東生 ) 이라는 필명으로 저술한 ｢사회와 개

인의 복종｣ (8), ｢불량소년론｣ (11) 이 정말 이종천의 저작인지의 여부는 알 수 없지만 , 이들 논문은 

모두 사회문제를 다루는 것으로 , 만일 이종천의 저술이라고 한다면 그의 다른 일면을 보여주는 것이라

고 여겨진다 .

　이하에서는 이종천이 동양대학 재학 중인 1918 년에 저술한 ｢불교와 철학｣ 에 관해 그 개요와 이노

우에 엔료의 사상과의 관련을 살펴본다 . 

3. 논문 ｢불교와 철학｣ 과 이노우에 엔료의 사상

3.1　｢불교와 철학｣ 의 개략

　｢불교와 철학｣ 은 이종천이 동양대학의 겨울방학 ( 대략 1917 년 겨울 ) 때 ‘ 작금의 철학의 의의는 

어떤 것이며 또한 철학과 불교의 관계는 어떠한가’ 에 관해 구상하여 저술한 것이다 .13 이 논문이 게

재된 『 조선불교총보』 9 에는 이종천을 비롯하여 일본에서 유학중이던 승려가 쓴 논문이 많다 .14

　다음에 ｢불교와 철학｣ 의 구성을 간략히 제시한다 . 번호는 필자가 붙인 것이다 .

｢불교와 철학｣ 의 구성

1 불교와 철학 · 종교와의 관계

　1.1　불교는 철학 부분과 종교 부분으로 구성된다 . 

　1.2　불교가 철학적인 이유

2 철학
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　2.1　철학의 광의와 협의

　2.2　과학의 광의와 협의

　2.3　불교철학은 순정 ( 純正 ) 철학이다 . 

  2.4　데카르트에 의한 물 ( 物 )· 심 ( 心 )· 이 ( 理 ) 의 3 대 원리

　2.5　구심성과 원심성

　2.6　물 · 심 · 이와 세력 · 시간 · 공간

　2.7　세력의 두 의의

　2.8　학문의 체계 ( 학문 , 과학 , 철학 )

　2.9　순정철학의 본체론 구분

　2.10 철학의 의미 ( 이상 9 호 )）

3　불교

　3.1　교학 ( 과학 , 철학 , 종교 ) 의 관계

　3.2　불교의 철학문 ( 哲学門 ) 과 종교문 ( 宗敎門 )

　　3.2.1　소승구사종

　　3.2.2　외도와 불교의 차이

　3.3　불교속의 철학 · 종교의 분류

　　3.3.1　철학문의 분류

　　3.3.2　외도 , 소승 , 대승의 구분과 주관 , 객관

　3.4 철학문과 종교문의 관계

　　3.4.1　도설

　　3.4.2　관계 (1)

　　3.4.3　관계 (2)

　　3.4.4　대승과 소승의 구별 ( 이상 12 호 )

　　　3.4.4.1　그림을 통한 설시

　　　3.4.4.2　구사종 , 법상종 , 실대승의 진여관의 차이

　　　3.4.4.3　구사종 , 법상종 , 삼론종 , 천태종 , 화엄종 , 진언종의 사리관의 차이

　3.5　『 대승기신론』 의 진여와 무명과의 관계 문제 ( 이상 13 호 )

　전체를 간단히 설명하자면 , 1 에서 불교에 철학과 종교라는 두 측면이 있음을 제시하고 , 2 철학에서

는 순정철학의 위치와 물 , 심 , 이의 관계를 중심으로 논한다 . 3 불교에서는 불교속의 철학과 종교의 

분류에 관해 서술한 뒤 , 대승과 소승의 구별 , 제종파의 사리관의 차이를 논하고 마지막으로 『 대승기

신론』 의 진여와 무명의 관계문제를 논하며 끝마친다 . 또한 이 논문의 특징은 많은 그림을 사용하여 

설명하고 있는 점에 있다 .

4 이노우에 엔료의 사상과의 관련

　다음으로 이노우에 엔료의 사상과의 관련을 지적한다 . 먼저 본론전체의 주체 , 즉 불교와 철학 , 종

교와의 관련이라는 문제는 이노우에 엔료의 일관된 주제이기도 하다 . 엔료는 , 불교는 철학과 종교를 

완비한 것이라고 설명하며 메이지 초기의 폐불훼석 ( 廃仏毀釈 ) 으로 침체한 불교계를 활성화시켰다 . 

동시에 이것은 기독교 비판론이기도 하다 . 즉 엔료는 인간의 지성에 호소하는 것을 철학으로 , 감정에 

호소하는 것을 종교라고 정의했다 . 불교에는 철학이라 할 수 있는 구사종 , 법상종 , 천태종 등의 교리

가 있는 한편 종교라 할 수 있는 정토교도 있다 . 이에 대해 기독교는 감정에 호소하는 것은 있지만 철

학은 없다 . 따라서 불교는 기독교보다 우수한다고 논한다 .

　이어서 구체적으로 엔료 사상과의 관련을 몇 가지 지적한다 . 먼저 ‘ 1.1’ 은 불교에는 철학 부분과 
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종교 부분이 있는 점을 설하는 부분인데 , 이 부분은 엔료의 『 불교대의』 (1899) 와 거의 같다 . 둘을 

대조시키면 다음과 같다 . ( 이종천의 원문을 인용할 때는 현대식 표현으로 바꿔 제시한다 .)

이종천 ｢불교와 철학｣ 15 이노우에 엔료 『 불교대의』 16

　설명하는 바와 같이 불교교리 속에는 종교 

부분과 철학 부분이 서로 혼재하고 있다 하더

라도 , 불교가 곧 철학이라 말하고 곧 종교라

고 재편단언 ( 在偏断言 ) 할 수는 없다 . 

　요컨데 불교의 태반은 철학이고 태반은 종

교라고 할 수 있다 .

　여기서 둘의 관계를 설명하자면 , 두 가지의 

논증이 성립하는데 , 하나는 철학은 원리이고 

종교는 응용이라는 것이다 . 철학은 불교의 가

종교적 ( 可宗教的 ) 원리 , 즉 불교의 교리를 

대칭 ( 代称 ) 하는 것이고 그 응용은 종교이

다 .

　두 번째는 종교는 목적이고 철학은 방편이

라는 것이다 .  불교의 목적은 물론 종교에 있

지만 , 이 목적을 방편적으로 변증하는 것은 

철학이라고 한다 . 전자는 철학적 측면에서의 

소견이고 후자는 종교적 측면에서의 소견이

다 . 

　세상 사람들이 불교를 두 가지로 평론한

다 . 하나는 불교는 종교이고 철학이 아니

라는 것이고 다른 하나는 불교는 철학이고 

종교가 아니라는 것이다 . 내가 보기에는 

이 모두 편견일 따름이다 . 그러면 불교는 

철학도 아니고 종교도 아닌 것인가 ? 아니

다 . 나는 불교의 반은 철학이고 반은 종교

라고 생각한다 .

　만일 철학적 측면에서 보면 불교는 철학

의 도리를 실제로 응용한 종교라고 하지 않

을 수 없다 . 따라서 철학은 원리이고 종교

는 응용이다고 칭하지 않을 수 없으며 , 만

일 종교적 측면에서 보면 종교는 목적이고 

철학은 방편이라고 규정하지 않을 수 없

다 . 요컨대 불교는 철학과 종교의 두 구역

에 걸쳐있는 것이다 .

다음으로 ‘ 2 철학’ 부분은 완전히 같은 부분은 없지만 , 물 , 심 , 이의 3 요소를 들어 세계를 설명하고 

있는 점은 엔료의 철학사상이 가지는 틀의 기본으로서 『 불교활론본론 , 현정활론』 17, 『 순정철학강

의』 18 등에서 설해진다 . ‘ 2.8 학문의 체계 ’19, ‘ 2.9 순정철학의 본체론’ 의 区分 20 도 『 순정철학강

의』 에 나온 그림과 유사하다 . 아래는 ‘ 2.8 학문의 체계’ 의 그림을 대조한 것이다 . 약간의 차이는 

있지만 기본적인 틀은 같은 것으로 확인된다 .
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　　　＜이종천 ｢불교와 철학｣ 21 ＞　     　 ＜이노우에 엔료 『 순정철학강의』 22 ＞

　　　　　　

　‘ 3 불교’ 의 부분에서는 ‘ 3.2, 3.3’ 에서의 불교의 철학문과 종교문의 구분이 엔료의 여러 저작에

서 나오는 것과 동일하다 . ‘ 3.2’ 에서는 철학문 속에 유종철학 ( 小乗教 ), 공종철학 ( 権大乗 ), 중종

철학 ( 実大乗 ) 을 펼치고 종교문에서는 有유종 , 공종 , 중종을 펼치고 있다 . 계속해서 ‘ 3.4 철락문과 

종교문의 관계’ 부분은 그림과 문장이 『 불교대의』 23 와 거의 유사하다 . 여기에서는 4 개의 그림을 사

용하여 대승과 소승 교리의 차이를 설명하는데 , 아래에서 그 중 하나를 대조한다 . 

　　　　    ＜이종천 ｢불교와 철학｣ 24 ＞　    　　　　＜이노우에 엔료 『 불교대의』 25 ＞

　　　　　　　　　　　　　

　계속해서 , ‘ 3.4~4.3’ 의 구사종 , 법상종 , 삼론종 , 천태종 , 화엄종 , 진언종의 사리관의 차이 부분

도 그림을 사용하여 설명하는데 , 이것은 엔료의 『 불교통관』 에 나오는 그림과 같은 것이다 . 그중 구

사종과 법상종의 것을 대조하면 아래와 같다 .
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　　　　　　　＜이종천 ｢불교와 철학｣ 26 ＞　　　   ＜이노우에 엔료 『 불교통관』 27 ＞

　마지막으로 ‘ 3.5’ 는 『 대승기신론』 의 진여와 무명의 관계에 관한 문제이다 . 만일 진여가 절대적

인 존재라면 무명은 대체 어디서 나오는 것인가 ? 만일 다르다면 진여는 절대가 아니가 이원론적이며 

상대적인 것이 된다 . 이 난문은 엔료도 큰 문제로 여겨 저작 속에서 자세히 논한다 28. 이종천은 이 문

제의 결론으로서 , ‘ 상대와 절대 ( 진여 ) 를 조화시키는 방법이 종교문의 해석이다’ 29 고 말하는데 , 

이것은 이종천의 독자적인 생각으로 여겨진다 .

　이상에서 이종천의 논문에 미친 이노우에 엔료의 영향을 살펴보았다 . 이종천이 동양대학에서 유학

했던 만큼 이는 지극히 당연하다고 할 수 있지만 , 구체적으로 지적할 수 있었던 것은 하나의 성과라고 

생각된다 . 

　이종천이 참조하였던 것으로 여겨지는 엔료의 저작을 간행 순서별로 나열하면 다음과 같다 . 

　1. 『 순정철학강의』 (1888 年 , 메이지 21)

　2. 『 불교활론본론 , 현정활론』 (1890 年 , 메이지 23)

　3. 『 불교대의』 (1899 年 , 메이지 32)

　4. 『 불교통관』 (1904 年 , 메이지 37)

　이 중 1 과 2 는 초기 저작으로 , 따라서 불교와 철학 , 종교라고 하는 학문의 틀로부터 논하고 있는 

것이 특징이다 . 3 과 4 는 첫 두 저작보다 뒤에 저술된 것으로 불교개론서라고 할 만한 책들이다 . 이 

가운데 앞서 거론한 이종천의 인용으로부터 추론하면 , 기초가 되는 것은 첫 부분과 마지막 부분이 거

의 그대로 인용된 『 불교대의』 와 『 불교통관』 이라고 생각된다 . 그리고 중간 부분에 『 순정철학강의』

와 『 불교활론본론 , 현정활론』 이 인용된다 .

　이것을 저작의 성격을 통해 생각해보면 다음과 같이 말할 수 있을 것이다 . 첫 째 , 『 불교대의』 와 

『 불교통관』 은 양도 적고 내용도 알기 쉬운 저작이다 . 아마도 이종천도 이것을 숙독했을 것으로 여겨

진다 . 그리고 『 불교대의』, 『 불교통관』 에서 제시된 내용을 보강하기 위해 『 순정철학강의』 와 『 불교

활론본론 , 현정활론』 의 내용을 정리했던 것은 아닐까 생각된다 .

　다음으로 대체 왜 이노우에 엔료의 저작을 기초로 하였을까 하는 문제이다 . 이종천이 동양대학으로 

유학 온 시기는 1914 년이다 . 『 불교대의』 는 15 년 전의 책이고 『 불교활론본론 , 현정활론』 등은 

24~5 년 전의 책이다 . 그리고 엔료는 동양대학에서 강의하지 않았다 . 그런데 이종천은 왜 엔료 사상

을 기초로 한 논문을 썼을까 ? 그 이유는 일본 근대불교학의 진전과 관련이 있다고 본다 . 엔료가 저작

활동을 시작한 1880 년대는 불교 , 철학 , 종교 각각의 개념 , 관련 , 틀 자체가 문제가 되던 시대였다 . 

즉 그 때는 서양사상의 소화시기로 , 개념의 종합적인 연구가 요구되던 시대였다 . 하지만 30 여년이 

지나자 , 연구의 방향은 종합적인 연구로부터 전적 ( 典籍 ), 종파의 개별적 연구의 시대로 이행한다 . 
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동양대학에서도 1914 년에 불교전공과를 개설했지만 , 이것은 달의적 ( 達意的 ) 인 불교연구로부터 전

문적인 불교연구로의 이행을 목적으로 한 것이다 . 즉 원전의 주된 의미만을 파악해가는 학문으로부터 

원전의 세세한 부분까지 탐구하는 학문으로 변화해갔던 것이다 . 따라서 불교와 철학 , 종교의 관계라

는 주제를 문제시하는 경우 , 엔료의 논의를 참조해야만 했던 것이다 . 더욱이 이러한 사고방식은 조선

에는 존재하지 않았었다 . 이를 목격한 이종천은 관심을 품고 , 자기 나름대로 정리를 해야겠다고 생각

했을 것이다 . 그 결과로서 저술된 것이 바로 ｢불교와 철학｣ 이라고 생각한다 . 

5 결어

　이상에서 지금으로부터 100 년 전인 1914 년에 동양대학에서 유학한 한국인 승려 , 이종천의 생애와 

저작을 살펴본 후 , ｢불교와 철학｣ 이라는 논문에 관해 , 그 사상배경으로서의 이노우에 엔료 ( 동양대

학 창립자 ) 의 사상을 고찰했다 . 마지막으로 이 ｢불교와 철학｣ 을 몇 가지 레벨로 평가해 보고 싶다 .

첫 째로 , 이종천이라는 개인 수준에서 생각하면 , 이것은 이종천의 처녀작인 동시에 사상의 기반을 만

든 논문이라고 할 수 있다 . 그는 이후 , 불교와 기독교의 관련 , 종교론이라는 보다 넓은 분야의 논문

을 저술하게 되는데 , 이 논문은 그것들을 고찰할 때의 기초가 되었다고  할 수 있다 . 

　두 번째로는 이것을 한국철학사 속에서 생각하는 것이다 . 강영안 (『 한국근대철학의 성립과 발전』)

에 의하면 30, 한국철학의 태동시기에 속하는 것으로 , 1895 년 유길준이 『 서유견문』 에서 ‘ 철학’ 이라

는 학문의 효용을 언급했고 , 1912 년 이인재가 『 고대히랍철학고변』 에서 유교적 관점에서 서양 고대

철학을 논한 예를 들고 있다 . 또 1920 년에 창간된 『 개벽』 에는 거의 매월에 걸쳐 니체 , 칸트 등을 소

개하는 문장가 게재됐다고 한다 . 그런데 본격적으로 서양철학이 연구되기 시작한 것은 1920 년대 후

반부터라고 한다 . 이러한 가운데 이종천의 ｢불교와 철학｣ 은 거의 엔료의 논의를 도입한 것이라고는 

해도 한국인으로서 이 문제를 다룬 초기의 작품으로 평가되어도 좋지 않을까 여겨진다 .

　세 번째로 한국불교학에서의 의미를 생각해보면 , 일본의 불교학연구 수용의 초기 단계라고 평가할 

수 있다 . 이것이 단순한 번역이 아니라 , 그 자신이 다양한 저작을 정리한 것이라는 점에 의의가 있다

고 하겠다 . 

　지금까지 근대한국불교와 일본불교의 관련이라는 테마는 , 주로 식민지시대 일본의 종교통치 양상과 

이에 대한 한국인 승려의 독립운동의 양상 등 , 역사적인 연구가 중심이 되어 왔던 인상을 받는다 . 향

후 , 사상 면에서의 관련을 해명함으로써 , 불교사상이 일본과 한국근대에서 가졌던 의미와 역할을 고

찰하는 방향으로도 진행되어야 한다고 생각한다 .

原典

井上円了 , 『純正哲學講義』 （『井上円了選集』 1巻 , 1990 年）．原著는 1891 年刊行
　同　　『純正哲學講義』 （『井上円了選集』 7巻 , 1990 年）．原著는 1888 年刊行
　同　　『佛敎活論本論　第二　顕正活論』（『井上円了選集』 4巻 , 1990 年）．原著는 1890 年刊行
　同　　『佛敎大意』（『井上円了選集』 5巻 , 1990 年）．原著는 1899 年刊行
　同　　『佛敎通観』（『井上円了選集』 5巻 , 1990 年）．原著는 1904 年刊行

이종천 , ｢佛敎와哲学｣（『朝鮮佛敎叢報』 9号 , 1918 年 5 月）
　同　｢佛敎와哲学（続）｣（『朝鮮佛敎叢報』 12号 , 1918 年 11 月）
　同　｢佛敎와哲学（続）｣（『朝鮮佛敎叢報』 13号 , 1918 年 12 月）
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별지

＜표 1 ＞ 2 차 대전 전 한인 유학생들 중 역사에 이름을 남긴 사람들

이름 생몰년 東洋大学 在籍・卒業 업적

1 李鍾天 1890~1928 1919 年 : 전문부 제 1 과 졸업 승려

2 李祐植 1891~1966 연도불명 . 철학과 독립운동가

3 辛太晧 1890~?
1924 年 : 인 도 철 학 윤 리 학 과 

졸업
승려

4 呉鳳彬 1893~1945
1927 年 : 윤리학 · 교육학과 

졸업
조선미술관 설립

5 姜性仁 1894~1945? 1920 年 : 철학과 졸업 ? 승려

6 文世栄 1895~1952? 1921 年 : 윤리교육과 졸업
조선 최초의 『조선어사전』 편

찬

7 金敬注 1896~?
1923 年 : 인 도 철 학 윤 리 학 과 

졸업
승려

8 金凡夫 1897~1966 1915 年 ? 동양철학전공 동양철학자

9 崔承万 1897~1984
1923 年 : 인 도 철 학 윤 리 학 과 

졸업

동 양 대 학 시 대 는 柳宗悦 의 

제자 . 지사 , 대학교수가 됨 .

10 金賢準 1898~1950
1922 年 : 인 도 철 학 윤 리 학 과 

졸업

사 회 철 학 자 ( 조 선 인 최 초 로 

독일 박사학위 취득 )

11 宋昌根 1898~1950? 1922 年 : 입학 신학자

12 方定煥 1899~1931 철학과 특별청강생 아동문학가

13 河弼源 1900~? 철학과 졸업 ? 사회주의 활동가

14 金東煥 1901~?
1921 年 : 영 문 학 과 입 학 후 

관동대지진으로 중퇴
시인

15 李仁植 1901~1963 연도불명 . 철학과 졸업 ? 독립운동가

16 桂鎔黙 1904~1961 1928 年 : 입학 ? 학과 불명
소설가

17 趙明基 1905~1988 1937 年 : 졸업 불교학자 , 동국대학교 총장

18 全武吉 1905~? ? 소설가

19 呉宗植 1906~1976 1926 年 : 문화학과 졸업
서울신문사 사장을 역임하는 

등 언론기관의 중진 역할 .

20 李相玉 1908~1981 1938 年 : 예과 ( 予科 ) 졸업 역사가 , 한학자 .

21 朴吉眞 1915~1986 1942 年 : 철학과 졸업 원불교 승려

22 張俊河 1915~1975 예과 졸업 언론인 , 정치가
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< 표 2> 1918 년 ( 타이쇼우 7) 동양대학의 학부학과 .

학부 연한 내용 교원 면허

1 대학부 제 1 과 4

윤리 , 철학 , 영어를 주요 목표로 하고 제

4 년에 이르러 동서철학 , 주로 인도철학을 

전공함 .

수신과 ( 修身科 )

2 대학부 제 2 과 4

국어 , 한문 , 철학을 주요 목표로 하고 제

4 년에 이르러 동서철학 , 주로 중국철학을 

전공함 .

국어한문과 ( 国語漢文科 )

3 전문부 제 1 과 3
윤리 , 교육 , 철학 , 영어를 주요 목표로 하

고 아울러 감화구제에 관해 교수함 . 
수신과 , 교육과

4 전문부 제 2 과 3
윤리 , 국어 , 한문을 주로 교수하고 주로 

중등 교원을 양성함 .
수신과 , 국어한문과

< 표 3> 1918 년 ( 타이쇼우 7) 전문부 1 과의 시간표 : 東洋大学同窓会 ,

『 東洋大学一覧』 (1918). ※표 안의 각 학년의 숫자는 수업시간수를 의미한다 .

1 학년 2 학년 3 학년

1) 윤리 4

실천도덕

동양윤리사

서양윤리사

4

실천도덕

동양윤리사

서양윤리사

4

실천도덕

동양윤리사

윤리학

2) 교육 4
교육사

심리학
6

교육사

교육학

응용심리학

7
교육학 , 교수법 , 실

지수업 , 사회교육

3)
국 어 및 

한문
6

국어강독

한문강독
4 한문강독

4) 철학 6

논리학

서양철학사

 인도철학

6

인식론

서양철학사

인도철학

7

서 양 철 학 사 , 중 국

철학 , 인도철학 , 사

회학

5) 법제경제 3 법제경제

6) 생리위생 1 생리위생 1 생리위생 2
사회위생학

교육병리학

7) 역사 1 일본역사 1 동양역사 1 서양역사

8) 영어 6 문법 , 강독 6 강독 7 강독

9) 변론 2 변론학 및 실습

합계 28 31 30

1 동양대학으로 한국유학생들이 오게 된 시기는 한일합방이후이다 . 비록 졸업한 한인유학생의 수는 160 여명에 불과하

지만 , 실제 재적생 수는 그보다 많다 . 1923 년에는 70 명이 재적하고 있었다 .( 南波登発 , 『朝鮮学生の暁鐘』, 麗澤会 , 

1923, pp.66~67). 재적생에 비해 졸업생이 적은 이유는 입학 후 그만 두거나 타 대학으로 옮긴 경우 , 또한 청강만 한 

학생들이 있었기 때문이다 . 표 1( 별지 ) 은 2 차 대전까지 동양대학에 유학했던 한인학생들 중에서 역사에 이름을 남

긴 인물들이다 . 데이터는 주로 한국의 인터넷을 통한 조사에 의한다 . 

2 金永晋 , ｢近代韓国仏教の形而上学受容と真如縁起論の役割｣（『井上円了研究センター年報』 22号 , 2013）

3 이종천의 생애에 관한 기초자료는 ｢고 춘성 ( 春城 ) 이종천군의 추도문｣ , 『 불교』 54 호 (1928), 『朝鮮日報』 1924 년 1

월 8 일자 , 『 東亜日報』 1928 년 11 월 6 일자 등이며 , 그것들을 정리한 것이 김광식 ,  『 한국근대불교사연구』 ( 민족

사 , 1996)p.499 이다 . 그리고 이재명 ｢인물로 읽는 울산유사 (72)｣ (『慶尚日報』 2013 년 9 월 15 일자 ) 는 이종천의 
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생애가 잘 정리돼 있어 유용하다 .

4 『 東洋大学一覧』 (1918) 에는 이종천의 등록주소 ( 원적 ) 로 ｢朝鮮全南道本 綾州郡 道岩面灯｣ 로 기재되있다 .(『 東洋大
学一覧』 (1918)p.97) 필자는 이것이 어떤 의미를 갖는지 잘 모름을 밝혀둔다 .

5 이능화 , 『 조선불교통사』 上篇 , p.622.
6 별지 표 2 참조 . 

7 별지 표 3 참조 . 

8 東洋大学同窓会 , 『東洋大学一覧』（1918）p.30

9 내역은 대학부 1 과 10 명 , 2 과 9 명 , 전문부 1 과 5 명 , 2 과 3 명 , 연구과 수료자 3 명이다 . 

10 『東洋大学卒業者名簿』, p.12

11 『読売新聞』 1919 년 3 월 28 일자 . 같은 기사가 『毎日申報』 1919 년 3 월 31 일자에 나온다 .

12 『東亜日報』 1928 년 11 월 6 일자 .

13 이종천 ｢불교와 철학｣ (『 조선불교총보』 9 호 , 1918 년 5 월 ) p.28.

14 이지광 ( ｢불교윤리학｣ ) 과 이혼성 ( ｢불교심리학｣ ), 김창해 ( ｢역사상에 나타난 조선 승려와 외국포교의 가치｣ )

는 조동종 대학에서 유학하였고 조학유 ( ｢종교의 기원에 대해｣ ) 는 부잔 ( 豊山 ) 대학에서 유학하였다 .

15 이노우에 엔료 , 『 불교대의』 (『 井上円了選集』 5) p.252.

16 이종천 , ｢불교와 철학｣ (『 조선불교총보』 9 호 , 1918 년 5 월 ) p.28.

17 이노우에 엔료 , 『 불교활론본론 , 현정활론』 (『 井上円了選集』 4) p.233.

18 이노우에 엔료 , 『 순정철학강의』 (『 井上円了選集』 1) p.242.

19 이노우에 엔료 , 『 순정철학강의』 (『 井上円了選集』 7) p.44.

20 이노우에 엔료 , 『 순정철학강의』 (『 井上円了選集』 7) p.57.

21 이종천 , ｢불교와 철학 ( 続 )｣ (『 조선불교총보』 9 호 , 1918 년 11 월 ) p.33.

22 이노우에 엔료 , 『 순정철학강의』 (『 井上円了選集』 7) p.44.

23 이노우에 엔료 , 『 불교대의』 (『 井上円了選集』 5) pp.256~259.

24 이종천 , ｢불교와 철학 ( 続 )｣ (『 조선불교총보』 12 호 , 1918 년 11 월 ) p.37.

25 이노우에 엔료 , 『 불교대의』 (『 井上円了選集』 5) pp.256~259.

26 이종천 , ｢불교와 철학 ( 続 )｣ (『 조선불교총보』 13 호 , 1918 년 12 월 ) p.61.
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The Ambiguity of the Good.
German Professors in the “War of the Minds”

Ulrich SieG*

The German scholars’ attitude toward the Great War has usually been the object of much criticism. Most historians 
specifically stress the part the professors played in mobilising the nation and in conveying xenophobic prejudices. To 
name but one example: Kurt Flasch, philosopher and historian who taught in Bochum, observed a rabid nationalism 
and a considerable collection of anti-western resentments among the German professors.1 This, however, is a 
somewhat broad-brush assessment that not only fails to acknowledge the international dimension of the propaganda-
war but also misconceives the way the protagonists saw themselves. Furthermore, a lopsided condemnation of the 
once so very common Metaphysics of Germanism (“Deutschtumsmetaphysik”) would only serve to petrify 
contemporary prejudices – or to perpetuate them under reversed preconditions.2

This paper intends to call into question the established view of the “War of the Minds” (Krieg der Geister) and 
advocates a widely contextualised approach, analysing these phenomena within the history of ideas. This seems 
especially advisable since during war times the scholars did not adhere to meticulously crafted arguments but tended 
to resort to rallying cries and grave stylisations.3 Accordingly, we historians find ourselves in the difficult position of 
having to device hermeneutics for a group of texts that in their hermetic style seem to almost actively resist any 
straightforward interpretation. Hence, it is all the more important to elucidate the reception history. Before we are 
able to assess the actual effect of this world-war-literature, at least to a reasonably realistic degree, we need to 
acquire detailed knowledge on print runs, censorship, and distribution area.4

I would like to deal with three texts that are seen as the epitome of nationalistic bigotry. Firstly, there is Ernst 
Lissauer’s “Hymn of Hate against England”, the Hassgesang gegen England. At first glance there is no denying its 
aggressive rhetoric or its wide-spread impact (I). Secondly, I shall analyse the “Manifesto of the Ninety-three”; 
signed by distinguished scientists and writers the text had been intended to evoke international sympathy, but was 
immediately considered an expression of Germany’s overestimation of itself (II). Thirdly, I will look into Werner 
Sombart’s pamphlet “Merchants and Heroes” (Händler und Helden) that more than any other text shapes today’s 
view of German professorial war-literature (III). Finally, I shall pose the question of what price we are actually 
paying for our clear-cut picture of the “War of the Minds” and I will outline ways of overcoming it (IV).

i

Ernst Lissauer, author of the “Hymn of Hate against England”, was part of the assimilated German Jewry. His father, 
Hugo Lissauer, died in 1910 as a rich silk merchant in Berlin. He was a well respected man and led the proud title 
“Kommerzienrat”. Like many other members of his generation Ernst Lissauer, born in 1882, took advantage of his 
father’s property to follow his own intellectual interests. He became a famous lyricist. However, in contrast to many 
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of his contemporaries he possessed a very conservative worldview and saw in the preservation of German culture an 
indispensable condition for a prosperous future. Moreover, he proposed strongly in the large Jewish debate of 1912, 
that the Jews had to go up in the German nation: “Only two things are possible: either to emigrate, or to be German. 
But then: Dig, take root with all strength, with all the veins, all the muscles, educate yourself to became German, 
make the German case a case of your own” 5 As might be expected in August 1914 Lissauer identified himself with 
the German nation which he saw surrounded by envious enemies. Britain’s entry into the war in 1914 on the side of 
the Entente he regarded as unforgivable betrayal and as an attack on the highest cultural values embodied by 
Germany.

In September 1914, right after it had been published somewhat out-of-the-way, the “Hymn of Hate against England” 
met with great public interest. The ponderous poem was regarded as an authentic expression of German indignation 
over Great Britain’s treasonable behaviour at the outbreak of war. Its most famous lines may serve to illustrate the 
paramount importance of its ideological message as well as its unaspiring poetry:

 “We will never forego our hate,
 We have all but a single hate,
 We love as one, we hate as one,
 We have one foe and one alone -
 England!”6

After all, with his poem Lissauer had expressed a widespread attitude in Germany. In his “World of Yesterday” (Die 
Welt von Gestern) Stefan Zweig even talks of “the Hymn of Hatred” as “a bombe which had fallen into an 
ammunition depot”.7 This might be an exaggeration, but it is undeniable that the poem of Lissauer very quickly 
gained enormous popularity.
 
Admired by the Emperor the “Hymn of Hate” shaped life at the home front and the greeting “May God punish 
England” (Gott strafe England) answered by “So be it” (Er strafe es) could be heard at many a street corner during 
the first months of war. Nothing much changed when it came to light that the author was an assimilated Berlin Jew. 
The Emperor awarded Lissauer the Order of the Red Eagle, with ribbon, and together with the crown prince of 
Bavaria he ensured that the poem was widely circulated within the military.8 The Pan-German’s stream of spiteful 
invective against Lissauer’s Jewishness, however, played only a minor role.

Nevertheless, the “Hymn of Hate” failed to have a lasting effect. This was largely due to the German 
Bildungsbürgertum, the academic middle classes, whose views and attitudes basically constituted public opinion. 
The Bildungsbürgertum firmly believed that the Central Powers were leading a war for human ideals and hence, as a 
matter of principle, it disapproved of demonising the military enemy. Influential Jewish intellectuals went even a step 
further. The journalist Binjamin Segel interviewed sixty opinion leaders among the German Jewry and merely one of 
them regarded the “Hymn of Hate” as genuinely “Jewish”.9 It was common ground that universal ethical values were 
of higher importance than vilifying the major enemy, which England was doubtlessly considered to be.

While the war continued, Lissauer soon found himself among the undesirables, because his patriotic poetry allegedly 
denied the “chivalrous character of German culture”. This was a remarkably one-sided appraisal of matters, its effect 
not only equal to an ostracism but also grist for the anti-Semites’ mill. But it supplied a scapegoat for the disastrous 
image of Germany among the Entente Powers that was considered to be in need of an explanation. Lissauer also 
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became the victim of an anti-Semitic smear campaign, because his extreme nationalistic political thoughts were quite 
uncommon among liberal German Jews. Most members of the educated middle-classes preferred an idealistic 
understanding of German culture, as it was cultivated in schools and universities. Exactly how highly the German 
Bildungsbürgertum thought of itself can be gleaned from the “Appeal to the Cultural World”, published on October 
4th 1914. Its signatories, all 93 of them eminent intellectuals, had hoped to promote the “German cause”.

ii

Employing a prose consciously reminiscent of Luther’s Theses the “Manifesto of the Ninety-three” confronted allied 
propaganda. William II. was no Attila but a prince of peace, who in his reign of now 26 years had time and again 
proven his fair-mindedness. Claims of war crimes committed in Belgium were unwarranted; its neutrality had to be 
sacrificed for the sake of the German Nation’s right to life. “German militarism”, moreover, was an honorary title, 
without it “German civilization would long since have been extirpated”. In contrast, the deceitfulness of England and 
France was clearly visible considering that they had allied themselves with unjust states such as Russia and Serbia 
and that they were inciting the indigenous people of their colonies “against the white race”.10

Because of the manifesto’s drastic diction, historians have for a long time held the nationalistic right responsible for 
it. Fritz Fischer deemed Ulrich von Wilamowitz Moellendorf the author, Prussian nobleman and conservative scholar 
of Greek antiquity. In actual fact, however, the world famous Berlin professor had merely adorned the manifesto with 
his signature.11 Its origins can be pinpointed to the liberal left that at the turn of the century had so vehemently 
opposed the Emperor’s backward cultural policy. Ludwig Fulda, chairman of the Berlin Goethe Federation 
(Goethebund), had written the first draft and Hermann Suderman, a naturalistic writer, contributed several key 
arguments. Some artists like the painter Max Liebermann or the writer Gerhart Hauptmann, who had been famous in 
Germany for decades signed the manifesto. Even more remarkable was its resonance among Germany’s scholars.

In the humanities a lot of well respected professors signed the manifesto.12 Besides the famous theologian and 
President of the Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Adolf von Harnack, the philosophers Rudolf Eucken, Wilhelm 
Windelband und Max Wundt were among the signatories as well as the economists Lujo Brentano and Gustav 
Schmoller. Even the scientists were not restrained: together with the Marburg professor Emil von Behring, the first 
winner of the Nobel Prize in medicine in 1901, some world-famous scholars like Paul Ehrlich, Fritz Haber, Emil 
Fischer or Conrad Röntgen gave their signature. All of them gained the Nobel Prize: Fritz Haber, although he was 
accused by the Entente States to be the main responsible for the use of poison gas in the war, at last in 1918.13

A pacifist view like Albert Einstein was not very common in the academic world. The confession was widespread, 
that it was the duty of everybody to defend the homeland in case of emergency.14 Most of the professors who had 
signed the “Manifesto of the Ninety-three” were politically not conservative but were generally sympathetic either to 
the liberal left or the national liberal parties. There is no doubt at their willingness, to stand up to their country, but 
they had not wasted a single thought on the preconditions of successful propaganda.

Immediately the manifesto was translated into ten languages but given the strength of the German military apparatus 
its impact was disastrous. Within the Entente and the neutral states it seemed inconceivable how scholars far away 
from the front-lines would know anything noteworthy about atrocities committed by the German army in Belgium. 
The manifesto’s tone of voice was considered presumptuous. This especially applied to the airiness the authors 
exhibited when citing “the legacy of a Goethe, a Beethoven, and a Kant” to vindicate current events.15 Criticising 
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these philosophical embellishments of political interests was instantly plausible and still meets with approval today. 
Without adequate interpretation of historical circumstances, however, this criticism threatens to obscure significant 
dimensions of the mesh of events.

The aggressive character as well as the professionalism of allied propaganda were both crucial stimulants for the 
scholarly over-identification with German culture. There is, for one, Henri Bergson’s powerfully eloquent statement 
of August 8th. He glorified the inner unity of the French nation and called to arms for a battle of “civilisation” against 
“barbarism”.16 Furthermore there is the British press stylising the Germans as “Huns”. The Times, until then rather 
Germanophile, particularly favoured this second stereotype and it also proved very suitable for visualisations.17 Even 
today it still has lost nothing of its potency. The German professors and their anti-British propaganda failed to 
achieve a similar success.

However, this does not mean that one should think of a “special path in German history of ideas” (deutschen 
Sonderweg in der Ideengeschichte) during World War One. This position neglects the fact that the propaganda war 
was an international event. It was important to refute the opposing arguments and to advertise the own view. 
Moreover, the idea of a “special path in German history” (deutsche Sonderweg) favoured precisely those glorification 
of a “German character“, which the idea itself tries to damage. At last this leads to bold assumptions of continuity 
which to substantiate empirically is nearly impossible. Sometimes they try to show a direct connection between the 
“War of Minds” and the “Guerrilla War on the Eastern Front since 1941”.18 But even the history of ideas during 
World War One deserved to be understood by her own preconditions. How much people in Germany tried to learn 
from the allied propaganda can be demonstrated by Werner Sombart who was one of the most read social scientists at 
his time. 

iii

In February 1915 it was Werner Sombart who adopted an unaccommodating tone of voice in his book “Merchants 
and Heroes”. The economist, a genius when it came to self-marketing, had realised that drastic simplification was the 
single most effective weapon in the over-heating debates of the Great War. Accordingly, he decided for a palette of 
black and white, depicting the English as greedy merchants who had to be put in place by the brave Germans. He 
savagely argued against the “confusion of war and sports” and contrasted an atomised British society with a socially-
minded German community.19

Sombart’s book served primarily ideological rearmament. It should show young German soldiers “the direction, 
where in all future the enemy of German character should be searched”.20 According to that the pictures used to 
characterise the enemy were very drastic. England is described as a giant octopus trying to strangle the world.21 In 
the long run, however, it would be impossible for English merchants to advertise their ideal of a comfortable life. 
Most people would assess a pure utilitarian understanding of human culture as far too superficial. The future, 
however, would belong to the heroic man, who would not shrink away from a life more dangerous and who was 
deeply rooted within his own people, his Volk.

To this day Sombart’s book is regarded an exemplar of German academic chauvinism and its success is emphasised 
time and again. As it happens the “salon-Marxist” had first and foremost disgruntled his colleagues, who were 
offended by his unscrupulous use of resentments. The liberal left was steadfast in its Anglomania and so his 
prejudiced examples would not take hold.22 In Weimar, however, where Elisabeth Förster-Nietzsche was busy 
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marketing her late brother as a national hero, Sombart’s ideas and arguments aroused great interest. A debasement of 
British civilisation matched her own agenda and gave her the opportunity to push forward Nietzsche’s patriotism. 
Sombart had, after all, called her brother the “last bard and seer of the German people” and had emphatically 
underlined his military attitude.23 

However, the contradiction against the political use of Nietzsche was violent. First of all it came from Expressionist 
writers, who’s enemies liked to call them “Cafehausliteraten”. This can be demonstrated by an article of Franz 
Pfemfert which argued against “the occupation of Nietzsche as pure German” (“Die Deutschsprechung Nietzsches”) 
by his sister.24 Till today this text is used to illustrate the change of the reception of Nietzsche during World War One. 
But one should avoid any exaggeration. Elisabeth Förster-Nietzsche’s decision would be fundamental for the political 
orientation of the Nietzsche Archive but this should not hide the fact that radical ideas such as these were hardly 
acceptable for the majority of German academia.

In view of an inconceivable number of war victims it was, in the end, all about giving meaning. Only those who were 
easily able to construe historic continuity seemed to know the way into a better future. For that reason brusque 
comments and attitudes were far less in demand than is widely believed among historians.25 Moreover, we should not 
underestimate the human need for stability. Nationalistic concepts in particular had to vouch for the perpetuity of a 
world whose dissolution was suspected but could not be faced. On these grounds clap speakers like Rudolf Eucken, a 
neo-idealist from Jena, emerged as key figures in the “War of the Minds”. In the thinking of this noble laureate 
Luther, Kant, and Fichte became the forefathers of German philosophy, whose humanist ideas were vastly superior to 
an unleashed modernity. The significance of this intellectual tradition led him to conclude that the fortunes of war 
would be with Germany.26

This does not mean, however, that Eucken’s high regard for the German culture would evoke sympathy in the 
western world and even less was it universally shared. Quite the contrary – the heroes of German intellectual 
tradition were being disliked emphatically. Especially Kant, seen as the advocate of a strict sense of duty among the 
military, or Fichte, seen as a presumptuous prophet of his own people met for the most part with an almost 
categorical refusal. The American pragmatist John Dewey argued, for instance, that there was a tight link between 
the all too daring ego-philosophy of German Idealism and the Central Powers’ excessive aims of war.27 His claims 
are, of course, unfounded and would not withstand a serious academic debate – but they clearly illustrate how 
allegations and reproaches were being exchanged in this “War of the minds” and how heated it actually was. German 
academia had wrongly relied on its own “good will”. Under the conditions of a propaganda-war, Kant’s concept only 
served to substantiate one’s own claims or to obscure the political situation. “Good will” as the legitimising principle 
of normative ethics was an idea that had ceased to convince and by 1918 at the latest it had become obsolete.

iV

To conclude I would like to sum up some results. We are paying a high price for our clear-cut picture of the “War of 
the Minds”. We are repeating – albeit critically – nationalistic topoi and in doing so we are contributing – albeit 
unintentionally – to their continued existence. At the same time we are underestimating the contextual character of 
world-war-literature – only at first glance do they appear to utter convictions that are set in stone. While being very 
aware of censorship and its prime objective of upholding the civic truce, the authors still wanted to influence 
domestic politics.28 Before we are able to properly understand these writings we have to decipher camouflaged 
comments and ideologically charged expressions.
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To my mind two things are crucial for a better understanding of world-war-literature. Firstly, we should pay more 
attention to ambiguities. For example, it is neither widely known nor satisfactorily explained why Houston Stewart 
Chamberlain was the most read German propaganda-writer – he sold more than one million books. His contacts with 
the Imperial court were certainly advantageous, as well as the professionalism of his publisher Bruckmann in 
Munich. But the pivotal point was a different one. Richard Wagner’s son in law simply had more to offer to his 
readers than Eucken with his glorification of Protestant tradition of Bildung or Sombart with his England-bashing 
garnished with a touch of cultural pessimism. When describing the British spirit of merchandise, Chamberlain used a 
language tinted with anti-Semitism, which evaded censorship but was easily understood by the extremist right. At the 
same time he boldly ignored all facts that contradicted his philosophy of history and thus ensured its attractiveness, 
which is peculiar to self-contained views of the world in a time of crisis.29

Secondly, we should pay more attention to the discursive dynamics of this unforgiving propaganda-war. Having 
resorted to coarse nationalistic drumming in the first place the intellectuals were left with little room for manoeuvre 
later on. Accordingly, a history of ideas, too, needs to analyse the “intrinsic logics” that were formative for the “Great 
War”.30 To name but one example: The defiant commitment to the “German militarism” fuelled a disastrous 
stereotype and, moreover, aided and abetted a distortion of Germany’s past. It shows, if nothing else, how careful one 
should be when dealing with nationalistic prejudices. This is valid down to the present day.

* I would like to thank Anne C. Nagel and Michael Seelig for constructive criticism as well as valuable comments, and 
Wolfram Kändler for the nuanced translation of the German manuscript.
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Raison et expérience. Sur la méthode de la philosophie 
spinozienne

Pierre-François MoReau

 Quand on parle de “méthode”, à propos de la philosophie de Spinoza, on pense bien sûr au Traité de la Réforme 
de l’Entendement (Tractatus de Intellectus Emendatione). C’est un ouvrage où il se pose explicitement le problème 
de la méthode, et que ses lecteurs ont lu souvent comme un “traité de la méthode” (c’est ainsi que Tschirnhaus le lui 
réclame dans leur dernier échange de lettres). Encore faut-il savoir ce que l’on entend par méthode aux débuts de 
l’âge classique, et ne pas laisser l’image de la méthode cartésienne déborder sur le texte de Spinoza – même s’il est 
vrai qu’il s’adresse dans ce texte à des lecteurs potentiels qui sont des cartésiens ou qui ne sont pas loin du 
cartésianisme. Il faut se souvenir, par exemple, qu’un des ouvrages qui au siècle précédent a porté le titre de De 
Methodo – celui d’Acontius, un protestant hétérodoxe – visait non pas à définir une méthode pour les sciences, mais 
à poser des règles pour les controverses religieuses; plus exactement : pour ne pas se laisser égarer par l’esprit de 
dispute (les “stratagèmes de Satan”) dans les discussions sur le salut. On retrouvera chez Spinoza, sous une forme 
certes très différente, cette idée que la méthode, c’est ce qui conduit au salut.

 Comment se présente le traité? d’abord, une longue introduction occupant pratiquement la moitié du texte – cette 
introduction expliquant justement que la vie ordinaire est insatisfaisante et qu’il faut nous tourner vers un Souverain 
Bien, donc mettre au point une méthode pour y parvenir. Ensuite viennent deux parties consacrées à la méthode (la 
seconde partie est inachevée). Nous nous trouvons donc devant un texte qui dit qu’il va nous amener jusqu’à la 
connaissance du souverain bien par l’élaboration d’une méthode et qui s’interrompt pratiquement au milieu de 
l’exposition de celle-ci.
L’introduction procède elle-même en plusieurs temps. Le premier, qui va nous intéresser ici est quelque chose qu’on 
pourrait appeler (avec des guillemets) un temps de la conversion.

 Commençons par le début : « L’ expérience m’avait appris que toutes les occurrences les plus fréquentes de la 
vie commune sont vaines et futiles 1». Il y a ici deux mots essentiels : le mot “expérience” et le mot “vie” ou plus 
exactement l’expression “vie commune”. Il faut les regarder de près.
 Que veut dire le terme “expérience” ici? il ne s’agit évidemment pas de l’expérimentation scientifique: le 
narrateur du début du Traité ne se présente pas comme un physicien, ni même comme un savant.  Il ne s’agit pas non 
plus de l’”expérience vague” dont Spinoza parlera plus tard. Ce qu’il faut entendre par “expérience”, c’est en fait ce 
que le narrateur – et avec lui tout lecteur possible, c’est-à-dire tout un chacun – peut apprendre par la simple 
accumulation des faits de la vie ordinaire, de la vie commune. Donc c’est ce que chacun partage avec autrui, sans 
détermination individuelle (sinon on serait dans une autobiographie, et elle n’aurait pas de valeur persuasive: si l’on 
veut convaincre, il faut s’appuyer sur des faits connus de tous). C’est donc en fait l’expression “vie commune” qui 
détermine, ici, le sens du mot expérience. Il est très important, il faut le remarquer, que ce traité qui veut conduire à 
ce que plus tard l’Ethique désignera comme “précieux autant que rare” commence justement par ce qui est le plus 
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commun. L’expérience désigne – ici – cette communauté du point de départ. Et, d’une certaine façon, ce terme aura 
toujours ce sens, même s’il a un autre statut, dans les ouvrages ultérieurs de Spinoza – quand il  parlera de l’histoire, 
des passions, ou du langage – et même quand il parlera de l’éternité.
 Comment comprendre, maintenant, l’autre terme-clef de cette phrase initiale, le mot “vie”? Il ne faut pas prendre 
le terme « vie » comme un terme qui va de soi. Ou plutôt il faut le prendre à la fois comme un terme qui va de soi et 
comme un terme technique – qui structure tout ce récit initial. En effet, si l’on parcourt rapidement les trois premières 
pages du texte, il commence par une phrase qui parle des occurrences de la vie ordinaire; un peu plus bas on parle du 
projet, l’institutum, d’une vie nouvelle. On se demande si cette vie nouvelle est compatible avec la conduite ordinaire 
de la vie, on reparle une fois encore des occurrences les plus fréquentes dans la vie, on fait remarquer que si l’on veut 
organiser sa vie en fonction de l’honneur (c’est-à-dire, en somme, en fonction des relations sociales), on est amené à 
diriger sa vie d’après la manière de voir des autres hommes. Dans le § suivant Spinoza reparle trois fois de l’idée de 
vie nouvelle et ensuite, il est amené à faire une comparaison entre celui  qui cherche à réorganiser sa vie et le malade 
atteint d’une infection mortelle. Autrement dit, deux pages après le début du texte où se trouve l’idée de vie, on 
arrive à l’idée de mort. Or cette idée insiste un peu: après l’infection mortelle, on parle de la mort imminente, et dans 
le § suivant on donne des exemples de tous ceux qui ont été menacés par la mort à cause de leur recherche des biens 
de la vie courante: ceux qui recherchaient la richesse, ont souffert de la persécution et de la mort, et ont payé leur 
déraison de leur vie; ceux qui pour conquérir ou pour conserver l’honneur ont pâti très misérablement; ceux dont 
l’amour excessif du plaisir a hâté la mort. C’est pourquoi il faut rejeter la recherche exclusive de ces trois biens et 
chercher un autre bien qui est tel qu’il ne puisse pas périr et donc que nous ne soyons pas atteints de tristesse lorsque 
nous nous rendons compte qu’il est périssable. Et c’est enfin la comparaison entre ces différents types de biens qui va 
permettre d’adhérer au véritable projet d’une (Spinoza répète le terme) vie nouvelle. 

 Donc on constate que dans ces premiers §, dans ce qui apparait comme un récit de conversion, mais qui n’en est 
pas un au sens strict, Spinoza part de la notion d’expérience et semble organiser toute sa réflexion autour, 
principalement, de cette notion de vie, et secondairement, à partir de la moitié du texte, de la notion de mort et d’objet 
périssable. Cela peut paraitre étrange de la part d’un philosophe qui écrira dans l’Ethique que l’homme guidé par la 
raison ne pense jamais à la mort. Mais apparemment ici il ne s’agit pas d’un homme déjà guidé par la raison. On a 
affaire à un récit au passé. Le narrateur nous dit comment il s’est détourné des biens de la vie courante pour 
rechercher quelque chose qui serait le vrai bien. Ce vrai bien, il n’a au départ aucune idée de ce qu’il est: il se 
contente de le décrire négativement à partir de la déception que provoquent les biens de la vie ordinaire. 
 Revenons un instant sur ce parcours de conversion pour nous demander quel type de vie on voit apparaitre. Que 
va-t-on voir surgir dans ces premières pages? Quelque chose comme une pensée du vivant, puisque dans les derniers 
§ on verra la vie s’opposer à la mort. Conserver sa vie c’est ne pas mourir, ne pas périr, ne pas s’exposer au danger. 
On a donc une première définition, si on veut, minimale, de la vie, comme la prolongation de l’existence animale. Le 
contraire de la mort, c’est-à-dire le sens le plus courant du terme: ce qu’il y a de plus commun à la nature de l’homme 
et à celle des animaux, ce que la Nature a donné à l’homme comme fond physiologique de son existence, comme 
matériau premier sur lequel construire ses activités.
 Mais il est clair quand on regarde les premières phrases que ce n’est pas seulement de ce sens là de la vie qu’il 
s’agit. Quand Spinoza dit: « l’expérience m’avait appris que toutes les occurrences les plus fréquentes de la vie 
ordinaire sont vaines et futiles. », il ne s’agit pas seulement de la vie au sens de vivant. Il s’agit plutôt, pourrait-on 
dire de la vie au sens de vécu – non  pas la simple continuation de la circulation du sang et de la respiration, les 
phénomènes biologiques, organiques, mais autre chose, à savoir le fait que l’individu, celui qui ici dit “je” mais 
apparemment aussi les lecteurs à qui il s’adresse, ont une continuité dans leur vie, que dans cette vie il arrive un 
certain nombre de choses: « les occurrences les plus fréquentes », cela implique une vie où il y a des événements, qui 
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ne sont pas tous d’ordre biologique, on pourrait dire non pas seulement une vie animale mais une biographie, dans 
laquelle, à certains moments, on peut continuer comme avant, ou bien on peut au contraire décider de changer sa vie 
( le nouvel institutum). Donc on voit bien qu’ici le terme de vie joue sur le passage de la vie organique, simple 
opposé de la mort, à  la vie en tant que continuité des événements qui arrivent à un individu. Le narrateur évoque 
plusieurs moments du passé: d’abord une continuité en quelque sorte non réflexive dans laquelle il s’abandonnait aux 
occurrences de la vie ordinaire. Quelles sont ces occurrences? Elles sont très variées, mais elles se laissent ramener à 
trois chefs principaux, que Spinoza n’invente pas ; toute la tradition rhétorique morale les a énumérés avant lui : le 
plaisir, les honneurs, la richesse. Le plaisir c’est tout ce qui peut arriver immédiatement au corps et peut être pas 
seulement au corps. Les honneurs ce sont les relations interhumaines, donc notamment le champ de la politique; et la 
richesse, c’est à la fois l’argent et ce qu’on peut acquérir avec de l’argent. Pratiquement, tout ce que les hommes 
peuvent désirer dans la vie quotidienne, ordinaire, semble se ramener à ces trois chapitres principaux. Dans ces trois 
désirs de la vie quotidienne, il n’y a ni le souverain bien, le terme n’est pas prononcé et ne le sera jamais pendant tout 
de parcours de conversion (ni un souverain bien religieux, ni un souverain bien philosophique ou moral), ni le désir 
de savoir. Il faut le souligner, puisque dans l’Ethique on apprendra que ce qui est le propre de l’homme, c’est 
intelligere, comprendre. Ici ce désir de savoir n’est pas premier. Apparemment il n’est pas parmi les moteurs 
fondamentaux de la vie humaine. On le verra arriver très vite dans la suite du traité mais il sera un produit de la 
réflexion et non pas un moteur de la réflexion. Il n’y a pas de désir de la Raison. D’ailleurs il faut remarquer que le 
mot Ratio n’apparaît (sauf une exception à la fin) jamais dans le Traité, du moins au sens de raison (on le trouve au 
sens de “rapport”,  “proportion”)

 Quel est le moteur de la réflexion? C’est un moteur totalement immanent, à savoir que le déroulement même de 
la vie ordinaire fait qu’à un certain moment le narrateur s’en est trouvé insatisfait, il a trouvé que ce qui se rencontre 
dans cette vie est vain et futile, i.e. les biens de la vie ordinaire formulent des promesses et ne les tiennent pas 
toujours. Si on veut exemplifier un peu: celui qui cherche la richesse peut la perdre, celui qui cherche le plaisir peut 
ne pas l’obtenir, celui qui cherche les honneurs peut ne pas obtenir le pouvoir ou éventuellement se faire massacrer. 
Donc à la fois on peut ne pas les obtenir, on peut si on les obtient en être déçu, et on peut si on les a obtenus et même 
si on n’a pas été déçu, les perdre. Et on peut même éventuellement perdre la vie en les perdant, en s’y attachant trop. 
Tout cela, Spinoza ne l’invente pas, il prend des matériaux dans le tout venant du discours rhétorique et moral usuel. 
Ce qui est plus original c’est ce qu’il en fait: il se sert du caractère déceptif des biens de la vie courante pour produire 
un itinéraire qui va arracher le narrateur à cette vie courante; c’est pourquoi on ne peut utiliser le terme de conversion 
qu’avec des guillemets: si c’est une conversion, c’est une conversion purement immanente: il n’ y a pas d’appel de 
l’extérieur, le souverain bien ne se manifeste pas. Du coup on comprend pourquoi Spinoza n’appelle jamais dans tout 
ce passage, les biens de la vie courante des faux biens, parce que pour les appeler des faux biens il faudrait déjà 
posséder un vrai à quoi on pourrait les comparer, or précisément c’est le contraire qui se passe, c’est parce qu’on est 
insatisfait de ces biens de la vie ordinaire (plaisir, honneurs, richesse), qu’on va aspirer à trouver un autre bien qui 
promettrait comme eux mais tiendrait ses promesses, donc qui ne serait pas de l’ordre du périssable. Au début de 
l’itinéraire qui est décrit dans ce prologue, le narrateur ne sait rien du vrai bien, si ce n’est qu’il y aspire, il n’y a ni 
révélation, ni même contenu de la certitude cherchée; il y a donc toutes les raisons d’être hésitant puisque les biens 
de la vie courante, quel que soit leur désagrément, au moins, sont disponibles, alors que le bien recherché, lui, on ne 
sait même pas s’il existe. C’est pourquoi la certitude semble plutôt être attachée aux biens ordinaires qu’au vrai bien. 
Ainsi se déroule une longue période d’incertitude pendant laquelle le narrateur hésite entre continuer sa vie usuelle 
ou bien commencer une vie nouvelle, ou plutôt encore, essayer de faire coexister les deux, jusqu’à ce qu’il se rende 
compte qu’il est impossible d’aboutir à une telle coexistence. Ce qui va le faire basculer définitivement dans le camp 
de la recherche du vrai bien, c’est la considération du caractère périssable et mortel des biens de la vie courante. Non 
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seulement ils peuvent disparaitre, mais ils peuvent encore mener à la mort celui qui les recherche et s’y attache. Le 
seul moyen de rendre effective l’aspiration à un autre bien, ce sera de constater que précisément le fait de méditer 
tout cela détourne de l’incertitude et des tourments de l’âme. Dès lors, c’est le Souverain Bien, dont on ne savait rien, 
qui acquiert un nouveau degré de certitude. Pour y parvenir, on ne peut se contenter de ce qui est donné : il faut 
réorganiser ce donné selon une méthode – et c’est à énumérer les caractéristiques de celle-ci que sera consacrée la 
suite du traité.

 De même que le désir de savoir n’est pas initial, le terme de dieu est absent de ce parcours: il s’agit d’une 
conversion purement interne. Et même, alors que Spinoza ne parlera pas de dieu mais de l’être le plus parfait, cet être 
le plus parfait ne joue aucun rôle dans l’itinéraire premier du traité. Ce n’est pas l’être le plus parfait qui nous appelle 
à nous convertir. C’est le contraire : c’est parce que nous nous convertissons, c’est parce que nous essayons de 
chercher le vrai bien, que nous rencontrerons ensuite l’idée de l’être le plus parfait. On pourrait donc dire que c’est 
l’inverse d’un discours religieux. 

 Résumons: dans cette introduction à la philosophie spinoziste qu’est le Traité de la Réforme de l’entendement, 
on ne part ni d’un désir spontané de philosopher, ni d’un désir de savoir ou d’une aspiration au vrai (ici Spinoza est 
le plus éloigné d’Aristote, pour qui les hommes désirent naturellement savoir2); on part de l’expérience la plus 
naturelle, l’expérience de la vie commune, qui nous fait rechercher des biens qui s’avèrent décevants, et c’est le 
mécanisme même de cette déception qui nous met en marche (grâce à une réflexion sur la vie et la mort, et sur nos 
capacités à instituer notre vie) vers la recherche d’un souverain bien et la construction d’une méthode pour y 
parvenir. Cette expérience de la vie commune est naturelle en deux sens: d’une part elle est ancrée dans ce que 
l’homme partage naturellement avec les autres vivants (la vie physiologique), d’autre part elle s’appuie sur ce qui est 
spécifique à la nature humaine (la vie comme tissu social, et qui est assez déterminante pour l’individu pour qu’à 
peine entrevue l’idée du salut il s’efforce de la partager avec autrui3).

 A côté d’ experientia et vita, il y a donc un troisième terme qui décrit l’espace de pensée spinoziste à ce moment 
: c’est natura. Le terme apparaît en deux sens dans le Traité: lorsque l’on parle de la “nature” de quelque chose, on 
désigne son essence, ce qui en lui est fondamental et s’exprime dans sa définition; en revanche dans d’autres 
passages, on entend par Nature ce qui n’est pas une essence individuelle, mais caractérise les lois de l’univers. 
Spinoza parle, un peu plus loin, des leges naturae: quand il critique le préjugé qui oppose perfection et imperfection, 
il ajoute (au futur) que “c'est ce que nous comprendrons surtout quand nous saurons que tout ce qui arrive, arrive 
selon l'ordre éternel et les lois fixes de la nature”4. (On pourrait dire que cette connaissance des leges naturae, c’est 
l’apparition de la Raison dans un texte où elle n’est pas nommée). La nature est donc au commencement de notre 
progression, en ce qu’elle nous donne la vie et sa spécification comme vie humaine; mais sa connaissance vient 
ensuite renforcer cette progression, quand la méthode nous a fait acquérir l’exigence de la vérité et donc connaître les 
lois de cette nature.  Et d’ailleurs le Souverain Bien lui-même, c’est-à-dire la nature supérieure à laquelle l’homme 
doit parvenir en fin de compte? “Nous l’exposerons en son temps et nous montrerons qu’elle est la connaissance de 
l’union qu’a l’âme pensante avec la nature entière5”. Il faut remarquer que le souverain bien, ce n’est pas l’union de 
l’homme avec la nature, c’est la connaissance de cette union. Là aussi on n’est pas très loin de ce que dira l’Ethique 
sur le souverain bien comme intelligere, compréhension. Cette phrase laisse entendre qu’en fait, l’union de l’homme 
avec la nature entière, ce n’est pas un but. Elle est donnée. Que nous le sachions ou pas, nous sommes unis avec la 
nature entière. Dans les interprétations mystiques ou panthéistes de Spinoza, on fait souvent comme si le but 
recherché par l’auteur du Traité, c’était une union avec Dieu ou avec la nature. En fait ce que Spinoza dit ici c’est 
que cette union est déjà donnée par les relations de chacun des individus avec le reste de la nature, c’est-à-dire par les 
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relations de causalité et de production. Simplement, dans l’état du donné, ces relations de causalité existent, mais 
nous ne les connaissons pas. Donc le souverain bien ce sera la connaissance de cette union, c’est-à-dire la maitrise 
intellectuelle de cette causalité qui est préexistante à la connaissance que nous en avons. Voilà ce qui sera la tâche de 
cette Raison innommée – l’opérateur de l’intelligere.
 « Avant tout cependant, il faut penser aux moyens de guérir l’entendement et de le purifier autant qu’il se pourra 
au début, de façon qu’il connaisse les choses avec succès, sans erreur et le mieux possible.6 » Donc la première tâche 
de la métode va être l’emendatio intellectus, la réforme de l’entendement, c’est celle-là qui apparaît comme la clé de 
la démarche vers le souverain bien. Désormais nous nous trouvons effectivement en termes de vrai, en termes 
d’intellectus. Nous en sommes maintenant au désir de savoir, et au désir de méthode du savoir. Nous sommes partis 
d’une question qui était celle du bien: les biens de la vie courante, le vrai bien, les biens périssables, le bien 
impérissable, les biens qui font périr, le bien qui ne nous fera pas périr; et la réflexion sur le passage de la vie 
courante au vrai bien, nous a amené à l’idée de la connaissance de la nature et à la nécessité de développer les 
sciences et d’abord de réformer l’entendement. Autrement dit, ce qui va apparaître comme le thème central du Traité: 
la reforme de l’entendement et la recherche du vrai, donc la question de la méthode, n’était pas le thème initial. Tout 
ce long prologue aura servi à nous faire passer d’une question éthique à la question épistémologique. Le désir de 
savoir n’est pas un désir premier. Le désir de réformer l’entendement non plus. Nous n’avons le désir de savoir, et 
donc de trouver une méthode de savoir en réformant l’entendement, que parce que c’est un moyen de nous diriger 
vers le vrai bien. On pourrait marquer ici nettement la différence entre Spinoza et Bacon ou Descartes. Dans un 
univers baconien ou cartésien, tout se passe comme si le désir de savoir et d’édifier des sciences était premier. Ici, il 
apparaît comme dérivé. Essentiel, mais dérivé. Mais une fois qu’il est là, il s’installe pour longtemps, pour toute la 
suite du traité – et pour la suite de l’œuvre spinozienne. On découvrira dans la suite que précisément il se confond 
avec le bien. Mais il est exclu qu’on le sache d’emblée.

 Ce monde de l’expérience que décrit le Traité de la Réforme de l’entendement devient donc un univers de la 
méthode, de la recherche des idées adéquates, de leur distinction d’avec les idées fictives, fausses, douteuses. Dans 
les écrits ultérieurs de Spinoza – les Traités politique et théologico-politique, l’Ethique – l’interrogation sur la 
méthode sera cantonnée aux marges du système (dans quelques scolies), pour une raison simple : la question que se 
posera alors Spinoza ne sera plus celle de l’accès à la philosophie, ce sera celle de son exercice (pour traiter de la 
liberté, de l’Etat, du  salut). Cependant l’expérience restera au premier rang, avec le même statut mais avec des 
champs plus développés et variés: ce ne sera plus seulement l’expérience de la vie commune en général, ce sera celle 
qu’indiquent des termes comme la fortune (pour l’histoire), l’ingenium ou complexion individuelle (pour les 
passions), l’usage (pour le langage). Dans ces champs, l’expérience sera un moyen incontournable d’exploration, 
mais elle sera conjuguée à cette approche rigoureuse des lois (les leges naturae) de chacun de ces domaines qu’est la 
connaissance naturelle, ou – de son autre nom – la Raison. La Raison permettra de connaître en histoire les lois de 
construction, de développement et d’effondrement des Etats, alors que la connaissance des aléas de la fortune puisera 
dans les récits de la Bible et des historiens les multiples exemples concrets qui singularent l’effectuation de ces lois 
dans chaque situation particulière. Dans l’étude du langage (telle que nous la montre par exemple la grammaire 
hébraïque rédigée par Spinoza), la Raison reconstruira la régularité des règles syntaxiques, et la prise en compte de 
l’usage nous apprendra ce qu’il en est des exceptions et de l’irréductible matérialité de la langue. Dans le champ des 
passions, les théorèmes de l’Ethique reconstruiront les lois d’association et d’imitation des affects, mais les scolies 
en feront voir la mise en œuvre dans chaque ingenium, dans chaque complexion individuelle. Ainsi la Raison, que ce 
soit sous sa forme mathématique (dans l’Ethique), sous sa forme philologique (dans le Traité théologico-politique et 
la Grammaire) ou encore sous sa forme analytique (dans le Traité théologico-politique de nouveau, et dans le Traité 
politique) sera toujours articulée à l’expérience, et c’est cette articulation qui, pourrait-on dire, constitue la forme 
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ultime de la méthode spinozienne. Même dans les textes de la fin de la cinquième partie de l’Ethique, où l’on pourrait 
penser qu’on est loin de tout ce qui concerne le corps, l’imagination, l’expérience, certes, c’est de façon géométrique 
que Spinoza établit ce que sont le troisième genre de connaisssance, l’amour intellectuel de Dieu et la béatitude qui 
est notre participation à l’éternité. Mais il n’omet pas d’ajouter: “Car nous sentons et nous faisons l’expérience que 
nous sommes éternels7”.

 S’il faut caractériser l’aspect général de la démarche spinoziste, deux termes s’imposent : c’est un rationalisme, 
et même un rationalisme absolu, puisque la Raison est apte à rendre compte de tout ce qui est, y compris, d’abord et 
surtout, de ce qui est irrationnel; et c’est un naturalisme, à la fois parce que l’on part du principe que tout ce qui est 
est un effet des lois de la nature, et parce que tout le soubassement du système – la vie, l’expérience, la Raison elle-
même – sont issues de la Nature,  que ce soit directement ou indirectement. Lorsque la Raison sera suffisamment 
développée, elle permetra à l’homme de dépasser le stade de ce qui est simplement donné, mais il ne le fera qu’en 
réorganisant ce que la Nature avait mis à sa disposition – car le principe de la morale spinozienne ce sera: “la Raison 
ne demande rien contre la Nature8”.

1  “me experientia docuit, omnia, quae in communi vita frequenter occurrunt, vana et futilia esse”
2 Métaphysique, A 1.
3 “Hic est itaque finis, ad quem tendo, talem scilicet naturam acquirere, et ut multi mecum eam acquirant conari, hoc est, de mea 

felicitate etiam est operam dare, ut alii multi idem atque ego intelligant, ut eorum intellectus et cupiditas prorsus cum meo 
intellectu et cupiditate conveniant; utque hoc fiat, necesse est tantum de natura intelligere, quantum sufficit ad talem naturam 
acquirendam; deinde formare talem societatem, qualis est desideranda, ut quamplurimi quam facillime, et secure eo 
perveniant” (Voilà donc la fin à laquelle je dois tendre : acquérir cette nature humaine supérieure, et faire tous mes efforts pour 
que beaucoup d'autres l'acquièrent avec moi ; en d'autres termes, il importe à mon bonheur que beaucoup d'autres s'élèvent aux 
mêmes pensées que moi, afin que leur entendement et leurs désirs soient en accord avec les miens; pour cela 4, il suffit de deux 
choses, d'abord de comprendre la nature universelle autant qu'il est nécessaire pour acquérir cette nature humaine supérieure ; 
ensuite d'établir une société telle que le plus grand nombre puisse parvenir facilement et sûrement à ce degré de perfection.)

4 “praesertim postquam noverimus, omnia, quae fiunt, secundum aeternum ordinem et secundum certas naturae leges fieri”
5 Quaenam autem illa sit natura, ostendemus suo loco, nimirum esse cognitionem unionis, quam mens cum tota natura habet”
6 “Sed ante omnia excogitandus est modus medendi intellectus, ipsumque, quantum initio licet, expurgandi, ut feliciter res 

absque errore, et quam optime intelligat”
7 “Sentimus experimurque nos aeternos esse”
8 « Cum ratio nihil contra naturam postulet », Ethique, IV, 18 scolie.



253Journal of International Philosophy, No.4 2015

Deux questions à M. Pierre-François Moreau

oniShi Yoshitomo

 Je remercie M. Pierre-François Moreau de votre exposé d’une très vaste portée sur les premières lignes du Traité 

de la réforme de l’entendement. Si, parmi vos remarques, toutes suggestives, celle qui concerne le vrai moment 
inaugural de la philosophie spinozienne m’intéresse d’une façon la plus vive, c’est sans doute parce que j’étudie 
principalement la philosophie, non pas de Spinoza, mais de Descartes. C’est donc du point de vue cartésien que je 
me permettrai de vous poser deux questions touchant ce que vous avez désigné sous le nom de « conversion ».

 1 / Au début de votre présentation, vous avez remarqué qu’il ne fallait pas « laisser l’image de la méthode 
cartésienne déborder sur le texte de Spinoza ». Dans l’ensemble, je n’hésiterai pas à prendre la même précaution à 
l’exception, toutefois, d’une idée cartésienne aussi importante que célèbre. Il s’agit du « doute méthodique » ou 
« hyperbolique » poursuit dans la Première Méditation. Je ne veux pas dire évidemment que Spinoza met en œuvre 
ce méthode typiquement cartésien d’on ne sait quelle manière subreptice. Rien n’est peut-être plus étranger à la 
démarche spinozienne que le doute au sens cartésien.
 Malgré cela, votre idée de « conversion » me donne penser, non pas au doute en tant que tel, mais à la condition 

sine qua non pour se décider à emprunter le chemin du doute. Descartes désigne cette condition par le premier mot 
des toutes les Méditations, à savoir « Animadverti ». Je cite la traduction par le duc de Luynes : « Il y a déjà quelque 
temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables, 
et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés, ne pouvait être que fort douteux et incertain ». Ainsi, 
la survenance de l’ « animadvertere », ou selon le terme de la Quatrième Méditation, « deprehendere », incite 
Descartes à parcourir le processus du doute. En d’autres termes, Faute de la prise d’une conscience vive à l’égard de 
la naïveté que j’essuyais jusqu’à ce moment, la métaphysique cartésienne ne saurait même pas s’amorcer.
 Une telle aperception de soi, une telle expérience plus ou moins amère, ne correspondrait-elle alors pas à 
l’expérience de la « déception » telle que vous l’avez soulignée à partir du Traité de la réforme de l’entendement? S’il 
est possible, sur ce point précis, de réduire l’écart entre les deux démarches, cartésienne et spinozienne, ne pourrait-
on pas dire que, tout comme chez Spinoza, « le désir de savoir » est chez Descartes aussi « dérivé » d’un certain 
moment cognitif? Voilà ma première question.

 2 / Ma deuxième question concerne cette fois ce qu’on pourrait appeler l’archi-condition sous laquelle la « vie 
commune » se transforme en la vie consacrée à la philosophie. Chez Spinoza, comment, à la rigueur, arrivera-t-il 
qu’après « le déroulement de la vie ordinaire » et après la « déception », on détourne le regard de son esprit des biens 
désirés sur le plan de la vie ordinaire pour le fixer ensuite au « vrai bien » ?
 Cette question ne ma paraît pas sans importance tant que Spinoza vise expressément à montrer une méthode 
(« modus », § 16) susceptible d’être pratiquée par beaucoup d’autres (« alii multi », § 14). Dans cette mesure, l’auteur 
aura à assurer au lecteur qui n’est pas encore « guidé par la raison » l’applicabilité de la méthode qu’il pense 
promouvoir, et ceci, à plus forte raison qu’il est exclu de supposer ici l’appel de la part du « Souverain Bien » 
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transcendant.
 Pour finir, j’ajouterai une remarque sur le cas de Descartes. Quant à lui, il avait sans doute conscience du fait que 
l’ « animadverti », qui sert du déclencheur de ses recherches métaphysiques, est pourtant de caractère essentiellement 
personnel. Pour lui, donc, l’ « animadverti » occupera une place médiane entre la « vie commune » et la « méthode » 
mûrement préparée de la philosophie. Sans doute, une telle conscience demeurait effective lorsque Descartes a conçu 
et rédigé ses Méditations Métaphysiques à la première personne.
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Deux questions à M. Pierre-François Moreau

Watanabe hiroyuki

 Vous avez souligné, dans votre exposé, l’importance que possède la dimension de l’ « expérience » dans la 
philosophie spinozienne. C’est d’abord, comme tout le monde sait, dans votre  ouvrage intitulé « Spinoza, 
l’expérience et l’éternité » publié en 1994, que vous aviez jeté une nouvelle lumière sur cette dimension, dont on n’ait 
reconnu auparavant ni la grandeur ni la profondeur. Assurément, c’est votre ouvrage qui a ouvert la voie de la 
recherche, sur laquelle nombre d’études ont été réalisées s’intéressant à des aspects divers de l’expérience, comme 
imagination, signes et langage.
 Je ne citerai pas ici les noms des auteurs qui sont venus ainsi après vous, pour me limiter à professer mon 
admiration à l’égard de votre contribution scientifique, et pour me permettre de vous poser deux questions sur la 
présentation que vous nous avez donnée aujourd’hui.

1. Ma première question concerne ce que vous appelez « itinéraire » à suivre dans la recherche du vrai, du bien, mais 
surtout du Souverain Bien. Cet itinéraire s’ouvre selon le mécanisme de la « déception » à laquelle le désir de biens 
ordinaires ne pourra pas ne pas conduire. Surtout, c’est à travers la réflexion apportée sur la nature instable du désir, 
de l’honneur et de la richesse que l’on est amené à chercher le vrai bien. Or, la possibilité de cette ouverture se 
conçoit au niveau de la « vie commune ». En théorie, donc, cette possibilité est ouverte à tous ceux qui liront le 
Traité de la réforme de l’entendement. De facto, cependant, ce n’est pas tous, mais certain nombre limité de lecteurs 
qui procèdent à la réflexion telle qu’elle est recommandée par l’auteur, et tout ceci — je vous demande — serait-il 
déterminé selon une idée forte spinozienne, à savoir par la nécessité de la nature? Ou plutôt, faudrait-il admettre 
simplement que l’idée de « vie commune » ne suffit pas à elle seule à indiquer le point de départ de l’ « itinéraire » ? 
Au moins à l’époque du Traité de la réforme de l’entendement, la notion spinozienne d’ « expérience » demeurait-
elle encore trop générale?

2. Ma deuxième question concerne l’équivocité du terme d’ « expérience ». L’expérience située au niveau de la « vie 
commune » ne devra pas être totalement identifiée à l’ « expérience vague », et toutes deux ne se confondront cette 
fois ni à l’expérience rattachée à la réflexion, ni, à plus forte raison, à l’expérience de l’éternité. Alors, dans le 
perspective spinozien, quel est le fondement sur lequel tous ces éléments, substantiellement très différents, se 
montrent ramenés malgré tout à un seul mot d’ « expérience » ?
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trois questions à M. Pierre-François Moreau

Fujii Chikayo

 En générale, les philosophes tendent à négliger le problème de l’expérience dans la philosophie de Spinoza, en 
particulier à propos de son œuvre majeure l’Ethique. Cela dit, votre interprétation du concept de l’expérience chez 
Spinoza, située dans le fait que la philosophie commence par la vie commune, est, je trouve, très importante car elle 
clarifie l’idée du réalisme ou bien du naturalisme chez ce philosophe.

 Je suis intéressée par votre remarque selon laquelle l’on peut sentir une sorte d’hésitation de la part du narrateur 
dans l’introduction du Traité de la réforme de l’entendement. Vous relevez un point peu remarqué, à savoir que le 
narrateur hésite dans le choix entre une vie familière et une nouvelle vie, ou encore à tenter de faire coexister les 
deux, jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il est impossible d’aboutir à une telle coexistence.
 Dans L’expérience et l’éternité, vous parlez aussi du caractère de l’expérience comme engrangement de ce qui 
ne peut être encore su adéquatement. « Rien n’est rejeté hors du pensable. En ce sens, c’est parce que le spinozisme 
fait appel à l’expérience qu’il mérite le nom de rationalisme absolu » (Pierre-François Moreau, Spinoza. L’expérience 

et l’éternité, PUF, 1994, p.555). 
 Je pense que ce caractère de l’expérience que vous décrivez concerne le problème de la circonspection dans la 
philosophie de Spinoza toujours en garde contre le jugement dogmatique. Ainsi que vous l’avez déjà souligné 
ailleurs, vous considérez dans votre présentation l’expérience comme « ce que chacun partage avec autrui, sans 
détermination individuelle ». Ce qui m’intéresse, c’est le rôle de l’expérience qui permet de mettre en suspens la 
détermination dogmatique et votre interprétation positive de l’hésitation.

 Or j’ai trois questions concernant le problème de l’expérience de la vie commune en tant que point de départ de 
la philosophie de Spinoza.
 1
 Ma première question concerne les trois biens de la vie ordinaire : le plaisir, les honneurs et la richesse. Vous 
dites que la tradition rhétorique de la morale les avait énumérés déjà avant Spinoza.
 Descartes mentionne aussi trois biens, la santé, les honneurs et la richesse, quand il parle du Souverain Bien dans 
ses Lettres à Elisabeth ou au traducteur des Principes de la philosophie. Il dit que ceux qui jouissent en abondance de 
la santé, des honneurs et de la richesse, espèrent avec le plus d’ardeur le bien souverain. Quant à Spinoza, il dit que 
la recherche du plaisir, des honneurs et de la richesse conduit à la mort, et donc qu’il nous faut un nouveau 
institutum.
 Vous considérez que la différence entre Spinoza et Descartes, se situe dans le fait que Descartes trouve le départ 
de la philosophie dans le désir de savoir, alors que Spinoza l’identifie dans l’expérience de la vie commune. Malgré 
cette différence, je trouve néanmoins des ressemblances entre les deux. De votre point de vue, quelle est la différence 
essentielle entre Spinoza et Descartes, ou plutôt, comment la différence de leur point de départ influence-t-elle la 
nature du Souverain Bien comme but commun de l’éthique?
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 2
 Ma deuxième question concerne votre remarque à propos de Spinoza mentionnant l’idée de la mort. Il est certain 
que Spinoza parle en détail de la déception qui mène à la mort. Pourriez-vous nous expliquer plus concrètement en 
quoi cela concerne un aspect propre à la philosophie spinoziste. 
 On indique souvent que l’introduction du Traité de la réforme de  l’entendement correspond à la quatrième 
partie de l’Ethique. Deleuze comprend la relation entre le bon et le mauvais dans la quatrième partie de l’Ethique 
comme celle entre l’immunité et l’allergie. Je crois que, dans l’Ethique, Spinoza comprend le mal de la même façon 
que Canguilhem envisageant la maladie comme une « réaction catastrophique ». En bref, comment peut-on 
interpréter l’idée de la mort dans le Traité de la réforme de l’entendement, en la comparant avec ce qui est dit dans la 
quatrième partie de l’Ethique?

 3
 Je passe à la troisième question. Vous dites que le désir de savoir est un produit de la réflexion et non pas un 
moteur de la réflexion, qu’il n’y a pas de désir de la Raison et que le mot Ratio n’apparaît jamais dans le Traité de la 

réforme de l’entendement. Je pense que cela est très important pour comprendre l’enseignement de l’expérience, 
ainsi que l’opération de la connaissance de la raison.
 Je crois que vous soulignez l’immanentisme radical de Spinoza qui est cohérent dans la recherche du Souverain 
Bien ou dans la conversion rationnelle.
 Alors ma troisième question est la suivante: Quelle est la différence entre l’immanentisme dans le Traité de la 

réforme de l’entendement et celui dans l’Ethique, sachant qu’il est basé dans le second livre sur la notion commune 
qui est la connaissance soit d’une convenance dans l’affection inter-corporelle, soit de l’unité dans la composition 
des corps?
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Narratives on World Tours and Detours.
The Buddha Disguised and the Parable of the Man in the Well

Luitgard SoNi

The Buddha Disguised

The Christian Josaphat
 In 1583 two legendary Christians were accepted in the Roman Martyrology and they were given their feast days 
in the Roman-Catholic as well as in the Christian-Orthodox calendars. The two saints are Barlaam and Josaphat.
 Their legend tells the life of the Indian prince Josaphat. He was the son of a pagan king who abhorred the 
Christian faith and persecuted Christians in his realm. When Josaphat was born it was foretold that he would become 
a Christian. The father tried to prevent and counteract this prophesy by enclosing his son in a magnificent palace and 
warding off all bitter aspects of life. However, at some point Josaphat began questioning this overprotected life and 
succeeded in being permitted to cast a glance outside the palace. Although the father had kept the environment 
around the palace like an idyllic, entirely joyful world, Josaphat encountered a leper, a blind man and a white-haired, 
toothless man bent by old age. In this way he learned about disease and impending death. While Josaphat reflected 
on these experiences and pondered the impermanence of life, a Christian ascetic Barlaam visited him, disguised as a 
jewel merchant. Barlaam told him parables about the human situation and taught him the Christian doctrine of 
salvation. He then converted Josaphat, much to the grief of his father. Moreover, Josaphat decided to lead the life of 
an ascetic. The father tried even harder to win back his son by involving him in doctrinal discussions and also over-
pouring the prince with worldly temptations. Josaphat was however adamant and he then led a virtuous and chaste 
life, ending up as a hermit in the desert.
 This is the bare outline of the hagiographical novel Barlaam and Ioasaph, written in Greek in the 10th century by 
Euthymios of Mount Athos. It became a most cherished story in the European Middle Ages, translated into more than 
twenty languages and retold in many versions in verse as well as prose. It was dramatised by the Jesuits1 and visually 
depicted in book paintings and frescoes. This edifying story gave an answer to the question about the meaning of life 
by offering the ideal of asceticism; it pointed out the victory of the Christian faith and it was used as a conversion 
story by the Christian missionaries, for example in Japan in the 16th century.

Josaphat or Buddha?
 Although there were a few rather tentative observations by some editors and translators of the Christian versions 
that associated Josaphat with the Buddha, the legend was celebrated as a medieval European hagiography of the two 
eminent Christian saints. One example of this kind of reception is Diogo de Couto’s reading of Marco Polo’s account 
of Buddha Śākyamuni in Ceylon: Marco Polo related it in his travel reminiscences ( Il Milione 1298/99)2 and talked 
about prince Sergamoni Borchan, who was brought up by his father, the king, in a well protected happy environment, 
unburdened by the realities of death and old age. Yet, after he encountered a dead person and a man stricken with old 
age he became an ascetic. Marco Polo added that, if Sergamoni Borchan would have been a Christian he would have 
been a great Christian saint. This account was glossed in the late 16th century by the Portuguese Dominican friar and 
historian Diogo do Couto who noticed the great similarity in the biographies of the Buddha and Josaphat. As a man 
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from the occident and a pious Christian, he concluded that the Buddha was modelled by the heathens after saint 
Josaphat.3 This observation, however, was a rather unnoticed gloss and only around 1859 was it recognized that 
Prince Siddhārta’s protected upbringing and his four decisive encounters with old age, sickness, death and a 
renouncer are the nucleus for Josaphat’s story. The discovery was prepared by Stanislas Julien’s translations of the 
Avadānas from the Chinese4 and Barthélemy Saint-Hilaire’s book about Buddha and his religion.5 The scholars 
Édouard Laboulaye (1859) and Felix Liebrecht (1860) independently noted the Indian origin of the Barlaam and 
Josaphat legend.6 This discovery was the beginning of a wide and prolific research into the sources and the history of 
the transmission of the story.7

The Ways of the Story Through Cultures, Religions and Languages
 Before the Buddha legend travelled to the occident and was clad in a Christian garb it went through Manichean 
(probably Middle-Persian and then Old Turkish) and Ismā’īlī-Islamic (Arabic) versions. The Kitāb Bilawhar wa 

Bûḏâsf was the source material for the oldest Christian version in the Georgian language, that is the Balavariani. 
With it the legend entered the Christian realm. The Hebrew verse-novel Sefer Ben ha-Melech we-ha-Nasir of the 13th 
century is based on an Islamic-Arabic version.
 The Greek novel written by Euthymios mentioned above is based on the Balavariani and serves as a model for 
an Christian-Arabic translation, followed by an Ethiopian one (Baralam wa-Yewasaf ). Translations into Latin led to 
further versions in many European languages. In the second millennium Christian missionaries translated the story 
into Chinese. The prominent Jesuit Matteo Ricci who died in 1610 refers to a Chinese translation of Barlaam and 
Josaphat in his Opere storiche and in 1645 the Ioasaph legend was published with wood-cuts under the title Shêng 

Jo-sa-fa shi-mo, translated by the Jesuit Nicolo Longobardi.8 In the late 16th century a shorter version of the Barlaam 
and Josaphat story was spread by the missionaries in Japan.9 The missionary zeal in the Philippines brought forth a 
translation in the Philippine language Tagalog which was published by Antonio de Borja in Manila in 1712.10

 The tours of the Buddha legend are reflected in the various related proper names of the protagonists:
Bodhisattva: Bûdḏâsf (Arabic); Iodasaph (Georgian); Ioasaph (Greek); Josaphatus (Latin).
Bhagavan: Bilauhar (Arabic); Balavar (Georgian); Barlaam (Greek, Latin etc.).

What a successful tale!
 The adventures of the Buddha legend on its way from India to Europe and to East Asia, the ‘trade’ of the plot 
disregarding any copyright, the use that it was made of by different religions for illustrating their tenets and 
spreading their messages, the fact that one plot served several masters, the late discovery of the Buddhist model for 
the Islamic protagonists and the Christian saints and the copious research and reflections of these features in the 20th 
and 21th centuries, all these moments of this story single it out as a treasure of humanity. Admittedly, different aspects 
of the story were emphasized in the different cultural and religious realms and the different faiths altered the 
personae and their actions to suit their own system and their didactic intentions. Prince Siddhārta appears as a man 
who renounced worldly life after having experienced it and, stirred by the sight of old age, disease, death and 
asceticism, he set out in search of the right path on his own. In the Islamic as well as in the Christian narrations 
however, the protagonists have seminal ascetic teachers and especially the Christian Josaphat is characterized by 
absolute chastity and faith in the Trinity. But across cultures and religions it is the the story of renunciation and 
enlightenment of a prince. The royal status with its power and wealth are important contrasting features to the act of 
renouncing precisely all that — the renunciation of a pauper would not be as impressive and exemplary. The story 
illustrates the essential human reflection on the right path in view of the transience of mundane happiness, the 
impermanence of all things and of suffering.
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The Parable of the Man in the Well

It was said above that Barlaam taught Josaphat aspects of the human condition and the path to salvation through 
parables/apologues. One of these apologues which is found in almost all the versions of the story is the parable of the 
man in the well.11 It is another example of a globetrotter story. It can be traced back to India where its oldest 
testimony are Buddhist reliefs from Amaravati and Nagarjunakonda from the second or third century.12 We know the 
Buddhist versions only through their Chinese translations. A version of the story is told in the Mahābhārata13 and we 
find it in several Jaina sources: Haribhadra’s Samarāiccakahā 8th cent.; Amitagati’s Dharma Parīkṣā14; and 
Hemacandra’s Pariśiṣṭaparvan 13th cent. One of the most consistent renderings is the Jaina version from the 
Vasudevahiṇḍi by Saṅghadāsa probably from the 6th cent., called the “The exemplum of the honey drop as a simile 
for the pleasures of the senses”:
 A man was travelling with a caravan through a wilderness. Robbers smashed the caravan and when the man was 

separated from it he erred around without orientation. A wild elephant in rut attacked him and, fleeing, the man 
beheld an old overgrown well. There was a huge fig tree at its edge and the terrified man grasped one of its 
branches which hung into the well. Holding on to the branch, he was suspended in the well and looked around 
him. Alas, he saw at the bottom of the well a huge boa with a wide opened mouth, threatening to devour him. On 
his sides were four venomous snakes wanting to bite him. Above him two mice, a black and a white one, gnawed 
at the branch. The elephant touched his hair with his trunk.

    However, on the tree there was a large bee-colony. When the tree was shaken by the elephant the wind sprayed a 
few honey-drops into the mouth of the man; and these he relished. The bees then flew all around and wanted to 
sting him.

    Say [asks the narrator], what do you think was the happiness of this man in this situation?
    The honey-drops [says the listener], which he desired, these were his happiness, I think, everything else was 

unhappiness.
    So it is [says the narrator].
 And now the meaning of the parable:
 Like the man, so is the soul in the cycle of rebirths, saṃsāra; like the wilderness, so is the wilderness of saṃsāra, 

beset with birth, old age, disease and death; like the wild elephant, so is death; like the well, so is a rebirth as god 
or human being; like the boa, so is a rebirth in hell or in the realm of animals; like the other snakes, so are anger, 
pride, deceit and greed, the four bad passions leading to rebirth; like the branch, so the duration of life; like the 
two mice, so the bright and the dark halves of the month, which with the gnawing of days and nights shorten life; 
like the tree, so the reasons for the binding of karma, namely ignorance, attachment to sensual pleasures and 
wrong belief; like honey, so the sense objects: sound, object of touch, taste, form and smell; like the bees, so the 
diseases which attack the body and spread in it.

    From where does someone who finds himself in such fear and misery get his happiness? — The idea of 
happiness arises only from the sweetness of the taste of the honey-drop.

    If an accomplished, mighty, supernatural being would tell him: “Come, my dear, take my hand, so that I can pull 
you out”, would he want that? — Why should he not like to be freed from his cage of misery? — It might well be, 
that he for the sake of the honey says in his folly: “Let me first be satiated by the honey and then you may pull me 
out.”

    But where would there be satiation for him? If the supporting branch is severed he will fall into the mouth of the 
boa.1414

The parable left India via Persia. The motif was widely known in the Islamic world and used in literature through 



264 Narratives on World Tours and Detours. The Buddha Disguised and the Parable of the Man in the Well

many centuries. It was included by Borzōē in the 6th century in his introduction to his translation of the Pañcatantra, 
which is no longer extant but of which there is an Arabic translation Kalīla wa Dimna by Ibn al-Muqaffa. And, in 
another line of transmission, the parable was carried from the Islamic Orient to the Christian Occident as one of the 
apologues of Kitāb Bilawhar wa Bûḏâsf,15 via the Balavariani to the Barlaam and Josaphat novel. It was widely 
known and told in the Middle-Ages and remained a piece of world literature even in modern times. Leo Tolstoy 
retold it in his Confession. He first referred to it as “an old eastern fable” and then praised it as “... not a fable, but a 
veritable, indisputable, comprehensible truth.”16

 The parable about the sweetness of the world was told already in its homeland India with slight variations and 
on its travels experienced some alterations through the influence of the different traditions. In some versions the 
elephant is replaced by a unicorn, in others by a camel or also by a lion. The man does not always seek shelter in a 
well but falls into a pit or stands on a tree. The snakes, which in the Jaina versions represent the four passions, are 
interpreted as the four elements or also the four humours of the body. The man does not always relish honey 
everywhere, but in some versions manna or sweet berries. Zen versions of the parable talk about a tiger and the man 
hanging from a cliff relishing strawberries. These features are found in the 18th story in Shaseki shū 17 and in many 
modern collections of Zen stories. However the literary evidences of the parable, their history in China and Japan 
and the question of the continuity of its tradition in East Asia are of special interest for comparative research.18

 The views of different philosophies, religions and cultures on the conditio humana pointing out the 
imponderables of life and the impermanence of worldly matters do indeed lead to differing and even competing 
theories, doctrines and attitudes. Yet, the story of the transmission of the above stories across centuries and continents 
reveals a kind of universal appeal and efficacy of certain motifs, like e.g. the renunciant prince or the man attached to 
life, forgetting his precarious existential situation by relishing some drops of honey.
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Compassion (Karuṇā) and Pity (Anukampā) in  
Mahāyāna Sūtras

Watanabe Shogo

It is a well-known fact that ideas of “devotion” and “compassion” can be seen at the roots of Indian thought. For 
example, in the bhakti movement of the itinerant poet-saints known as Alvars salvation is considered to result from 
interaction between the believer’s devotion (bhakti) to God and God’s blessing (anukampā) bestowed on the believer. 
The principle of shared feelings and shared suffering to be seen in this sharing of devotion closely matches the 
workings of compassion (karuṇā) and pity (anukampā) in Buddhism. The god Viṣṇu and the Buddha are both entities 
who bestow blessings and are compassionate (anukampaka), but etymologically speaking they are also 
“sympathetic.” Especially in the notions of compassion and pity to be seen in Mahāyāna Buddhism the idea of 
sympathy or empathy in the form of sharing suffering is clearly in evidence, and this is underpinned by a spirit 
grounded in a sense of equality with all beings. In this paper I wish to examine compassion and pity as seen in 
Mahāyāna sūtras, and by doing so I hope to show that the principle of shared feelings and shared suffering is a 
concept that ties in with the contemporary idea of coexistence, or living in harmony with others.

1. Defining Compassion (Removing Suffering and Bestowing Happiness)

The Sino-Japanese equivalent of “compassion” is the two-character compound cibei (Jp. jihi) 慈悲, and I wish to 
begin by analyzing this term.
(a) Ci / ji 慈 (maitrī “friendliness” < mitra “friend”)
This signifies “benevolence” or “kindness,” bringing benefits and happiness to others. Typical examples of its usage 
in Sanskrit include mahā-maitrī “great kindness” and sarvasattva-maitrī-vihāra “living with kindness towards all 
beings.” The Pāli equivalent of maitrī is mettā, and in English it is often translated as “loving kindness.”
(b) Bei / hi 悲 (karuṇā)
Sanskrit karuṇā is a noun deriving from the verb √kr̥̄, and its original meaning is “lamentation” or “plaintive cry.” It 
expresses a feeling of sympathy for the suffering of others and a desire to remove their suffering. A feminine noun, 
karuṇā alone is often rendered as cibei in Chinese, and in English it is usually translated as “compassion” or “pity.”
 Thus, maitrī means “friendliness” and “kindness” while karuṇā means “grief” and “compassion,” and they were 
originally two discrete terms. But over time their meanings came to complement each other, and together they came 
to express the idea of removing suffering and bestowing happiness. As for the Chinese equivalent cibei, the original 
Sanskrit is often thought to be karuṇā or kṛpā.
 Generally, ci corresponds to Sanskrit maitrī (“friendliness”) and signifies profound kindness, while bei 
corresponds to Sanskrit karuṇā (“sympathy”) and signifies deep pity. According to the standard explanation, to 
bestow happiness on living beings is ci (maitrī) and to remove their unhappiness, or suffering, is bei (karuṇā).1

 It is also stated in many sūtras and treatises that the fundamental spirit of Mahāyāna Buddhism lies in 
compassion. For example, in chapter 1 of the Vairocanābhisambodhi-sūtra it is stated that “the bodhi-mind is the 
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cause, great pity is the root, and expedient means is the culmination.” 2 It is emphasized, in other words, that the mind 
that unceasingly seeks awakening (bodhi) is the cause, boundless compassion is the basic condition, and skilful 
means is the ultimate act.
 Again, in the Avataṃsaka-sūtra great importance is attached to “great compassion” (mahā-karuṇā), and 
emphasis is also placed on “being guided by great compassion” (mahākaruṇāpūrvaṅgama[-tā or -tva]) 3 or “being 
preceded by great compassion” (mahākaruṇāpūrvakaḥ 4 or mahākaruṇāpuraskṛtatva 5).
 Further, in the Da zhidu lun 大智度論 we find the following passage: “Kindness and pity (cibei) are the basis of 
the Buddhist path. Why? The bodhisattva sees living beings tormented by various sufferings—the suffering of birth, 
old age, sickness, and death, bodily suffering and mental suffering, suffering in this life and suffering in the next 
life—arouses great kindness and pity, saves them from such suffering, and then engenders the aspiration [for 
awakening] and seeks unsurpassed perfect awakening (anuttarā samyaksaṃbodhi).” 6 Kindness and pity are thus 
regarded as the basis of awakening or enlightenment. It also says: “‘Kindness’ (ci = maitrī) refers to thinking 
lovingly of living beings and always seeking peace and objects of happiness so as to bring benefit to them. ‘Pity’ (bei 

= karuṇā) refers to thinking pityingly of living beings and experiencing various kinds of bodily suffering and mental 
suffering in the five paths [of cyclic existence].” 7 It is important to note that here the function of karuṇā is defined as 
having pity on living beings and sharing their physical and mental suffering.

2. Three Kinds of Compassion

In addition to ordinary maitrī and karuṇā, we also find references to “great maitrī” and “great karuṇā,” which refer 
to the compassion of Buddhas and bodhisattvas. In this case, because the Buddha’s compassion regards the suffering 
of living beings as his own suffering, it is referred to as “great pity based on sameness of essence” since it is 
grounded in a Buddha’s awareness of his fundamental sameness with all beings, and because it is vast and cannot be 
covered or contained, it is also called “great pity without cover.” These views are, however, not found in the sūtras 
and treatises of Indian Buddhism and developed in East Asia, but their basic gist is common to many sūtras and 
treatises. In the following I shall take up these doctrines concerning compassion in Mahāyāna sūtras and treatises and 
point to some basic underlying ideas.
 First, I wish to draw attention to the universality and equality that are characteristic of compassion. For instance, 
in the Da zhidu lun compassion is divided into three kinds depending on the object to which it is directed: 8 (1) 
compassion that has living beings as its object; (2) compassion that is free from attachment and has as its object 
existents (dharmas) after having realized that they have no intrinsic substantiality; and (3) compassion that has no 
object. Among these three kinds of compassion, the third is the unconditional compassion of absolute equality and 
the supreme form of compassion underpinned by the realization of emptiness, a form of compassion possessed only 
by the Buddha.
 The element shared by these three forms of compassion is a sense of equality. Equality in the first kind of 
compassion, which has all living beings as its object, is that which identifies with them and treats them all as fellow 
beings. Equality in the second kind of compassion, which has existents as its object, is equality in truth insofar that it 
is underpinned by the principle that all existents are empty and lack any intrinsic substantiality. Equality in the third 
kind of compassion, which has no object, posits no distinctions between the objects to which it is directed and 
springs spontaneously from the experience of emptiness.
 This third kind of compassion, which has no object, recognizes no distinctions whatsoever and is described as 
“unobstructed great kindness” and “objectless (or unconditional) great pity.” It is also said to be practised neither for 
one’s own sake nor for the sake of others. There is no distinction between self and others in this completely 
unconditional compassion. It can be pointed out that this idea of equality between self and others lies at the basis of 
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compassion in Buddhist thought.

3. The Etymological Analysis of Maitrī, Karuṇā, and Their Equivalents in Other Languages

The Sanskrit words maitrī and karuṇā also have important meanings. First, maitrī means “bestowing benefits and 
happiness on others,” while karuṇā means “pity,” “lamentation,” and “plaintive cry.”
 According to M. Monier-Williams’s Sanskrit-English Dictionary, 9 the word karuṇā derives from the verb √kṝ 

(classes 5 and 9), meaning “to hurt, injure, kill.” The adjective karuṇa has the meanings “mournful, miserable, 
lamenting,” etc., while the feminine noun karuṇā is translated as “pity, compassion, mercy,” etc.
 According to R. L. Turner’s Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages (2809, 2811),10 karuṇa- (adj. 
mournful) and karuṇā (n. pity) may possibly derive from the verb √kṛ (to call), and Turner points to related words 
such as Prākrit kaluṇa- (unhappy) and kuluṇa- (sympathy, mercy) and Orissan kāruṇa (grieved, plaintive cry) and 
also to Sanskrit synonyms such as káruṇā-, kāruṇika-, and kāruṇya-. These words all mean to sympathize with the 
suffering of others and try to save them from their suffering.
 The above words are translated in English as “compassion” or “sympathy.” “Compassion” derives from Latin 
and can be broken down into com- “together” and passion, which originally meant “suffering of pain.” In particular, 
“Passion” (with a capital letter) refers to the sufferings of Christ and can also signify “martyrdom.” This derives from 
Church Latin passi “to suffer.” In English, “passion” usually refers to a vehement or overpowering feeling or 
emotion, and the reason that in early usage it also meant “martyrdom,” “suffering” or “grief” is because of its Latin 
derivation.11 Thus, “compassion,” meaning literally “suffering together,” is a most apt translation of karuṇā.
 The word “sympathy” can similarly be broken down into sym- and pathy, which both derive from Greek. Sym- is 
an assimilated form of the prefix syn-, used before m, p, etc., meaning “together, alike,” while pathy derives from 
Greek patheia “suffering.”12 Therefore, this compound too means literally “suffering together.” The idea common to 
the nuances of all these words is the universal idea of coexistence.

4. The Usage of Anukampā and Its Meaning

The next important term is anukampā, a noun formed from the prefix anu-, meaning “after, alongside,” etc., and the 
noun kampā, which derives from the verb √kamp (class 1), meaning “to tremble.” Therefore, anukampā means 
“trembling in conformity with or alongside something or someone.” Likewise, anukampin means “having pity” or 
“sympathizing” and frequently forms a compound with hita- or lokahita- to refer to someone who acts with 
sympathy in benefitting the world. These terms can be seen in typical stock phrases that were in use from the time of 
early Buddhist scriptures.
(1) In the Suttanipāta, in a section dealing with the life of the Buddha, we find the following verse among the verses 

recording Asita’s prophecy after the Buddha’s birth.
 The prince shall reach the pinnacle of awakening; as one who sees supreme purity (i.e., nirvāṇa), benefiting and 

having pity on the multitude (bahujana-hitānukampī), he will turn the Dharma-wheel; his holy life will spread 
widely. (Sn 693)

 Hita (benefiting) and anukampin (having pity) are here used together. These two words are also used frequently 
together in Mahāyāna sūtras, and this verse is worth noting as an early example of this usage.
(2) In the Mahāparinibbāna-suttanta of the Dīghanikāya we find the following passage:
 “Monks, those matters that I have known and proclaimed should be thoroughly learnt, practised, developed, and 

much cultivated by you, so that this holy life may endure for a long time, that it may be for the welfare of the 
multitude, for the happiness of the multitude, out of pity for the world, for the benefit, welfare, and happiness of 
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gods and humans.. And what are those matters? They are the four foundations of mindfulness, the four right 
efforts, the four roads to power, the five faculties, the five powers, the seven factors of enlightenment, the noble 
eightfold path.”

 Katame ca te, bhikkhave, dhammā mayā abhiññā desitā, ye vo sādhukaṃ uggahetvā āsevitabbā bhāvetabbā 

bahulīkātabbā, yathayidaṃ brahmacariyaṃ addhaniyaṃ assa ciraṭṭhitikaṃ, tadassa bahujanahitāya 

bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ. seyyathīdaṃ, cattāro satipaṭṭhānā 

cattāro sammappadhānā cattāro iddhipādā pañcindriyāni pañca balāni satta bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko 

maggo. (DN II, 100 [pp. 119–120])
 Here, the content of the teachings alluded to as the “Dharma-wheel” in (1) has become the thirty-seven aids to 
enlightenment. The wording seen in this passage was used as stock phrases and carried over into many Mahāyāna 
sūtras.
(3) Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā (Vaidya ed., BST 4, Darbhanga, 1960, p. 37):
 When, Kauśika, Tathāgatas, worthy of honour and perfectly awakened, do not appear in the world, then, 

Kauśika, bodhisattvas and great beings, endowed with skilful means as a natural result of the perfection of 
wisdom that they have previously heard, will, Kauśika, have pity on beings and, coming to this world out of 
pity, cause the ten good ways of action to flourish in the world.

 yadāpi kauśika tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā loke notpadyante, tadāpi kauśika bodhisattvā 

mahāsattvāḥ pūrvaśrutena prajñāpāramitāniṣyandena ye upāyakauśalyasamanvāgatā bhavanti, te ’pi kauśika 

sattvānām anukampakāḥ anukampām upādāya imaṃ lokam āgamya daśa kuśalān karmapathān loke 

prabhāvayanti.

 In this passage, the teaching taught by compassionate bodhisattvas is the “ten good ways of action,” or the ten 
good deeds, and this reflects a reorganization of the Buddhist teachings in Mahāyāna sūtras.
(4) Ibid. (pp. 108–109):
 The Blessed One said, “For thus, Subhūti, those bodhisattvas and great beings [who are close to awakening] 

have practised for the welfare of the multitude, for the happiness of the multitude, out of pity for the world. For 
the benefit, welfare, and happiness of a great body of people, having pity on gods and humans, out of pity they 
wish to realize unsurpassed perfect awakening, and having realized unsurpassed perfect awakening they wish to 
proclaim the unsurpassed teaching. 

 bhagavān āha / tathā hi te subhūte bodhisattvā mahāsattvā bahujanahitāya pratipannā bahujanasukhāya 

lokānukampāyai / mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca anukampakā 

anukampām upādāyānuttarāṃ samyaksabodhim abhisaṃboddhukāmāḥ anuttarāṃ samyaksaṃbodhim 

abhisaṃbudhyānuttaraṃ dharmaṃ deśayitukāmāḥ //

 In this passage, the objective of the bodhisattvas’ practice is the welfare and happiness of large numbers of 
people, and it is done out of compassion for the world. Likewise, they wish to proclaim the unsurpassed teaching for 
the same reasons.
(5) Ibid. (p. 125):
 Furthermore, those Tathāgatas, worthy of honour and perfectly awakened, then remain, persevere, and live in 

other worlds. For the welfare of the multitude, for the happiness of the multitude, out of pity for the world, for 
the benefit, welfare, and happiness of a great body of people, having pity on gods, humans, and all beings, out 
of pity they all too revere this perfection of wisdom and have enthusiasm for it.

 ye ’pi te ’nyeṣu lokadhātuṣu tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā etarhi tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti 

bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca 

manuṣyāṇāṃ ca sarvasattvānāṃ cānukampakā anukampām upādāya, te ’pi sarve imāṃ prajñāpāramitāṃ 

samanvāharanti, autsukyam āpadyante.
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(6) Suvikrāntavikrāmiparipṛcchā Prajñāpāramitā (R. Hikata ed., Fukuoka, 1958, p. 4, ll. 7–13):
 The Blessed One said to the bodhisattva and great being Suvikrāntavikrāmin, “Excellent, Suvikrāntavikrāmin! 

You do well to ask the Tathāgata, worthy of honour and perfectly awakened, about the perfection of wisdom. It 
is for the sake (arthāya) of bodhisattvas and great beings, and because you have practised for the welfare of the 
multitude, for the happiness of the multitude, out of pity for the world, for the benefit, welfare, and happiness of 
a great body of people, of gods and humans, and because you wish to spread light for bodhisattvas and great 
beings now and in the future.”

 … yathā ’pi nāma tvaṃ bahujanahitāya pratipanno bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato 

janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca etarhy anāgatānāṃ ca bodhisatvānāṃ 

mahāsatvānām ālokaṃ kartukāma iti //

 Passages (5) and (6) use stock phrases to describe the preaching and mental attitude of Tathāgatas and 
bodhisattvas, and the content of the teaching on which the bodhisattva Suvikrāntavikrāmin relies and which he 
teaches to others is the “perfection of wisdom” (prajñāpāramitā), a doctrine distinctive of the Prajñāpāramitā-sūtra.
(7) Saddharmapuṇḍarīka-sūtra (Kern-Nanjio ed., BB 10, Osnabrück, 1970, p. 41, ll. 10–12):
 And, Śāriputra, in a future age too there will be in immeasurable, countless worlds in the ten directions 

Tathāgatas, worthy of honour and perfectly awakened, for the welfare of the multitude, for the happiness of the 
multitude, out of pity for the world, for the benefit, welfare, and happiness of a great body of people, of gods 
and humans.

 ye ’pi te śāriputra anāgate ’dhvani bhaviṣyanti daśasu dikṣv aprameyeṣv asaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu tathāgatā 

arhantaḥ samyaksaṃbuddhā bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārthāya 

hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca /

 It can be seen that these stock phrases also appear frequently in the Saddharmapuṇḍarīka-sūtra (Lotus Sūtra). 
And judging from the fact that these phrases also appear in the votive prayers added to many manuscripts, is evident 
that they had a great impact on the beliefs of the Mahāyāna, which attached much importance to the copying of 
scriptures.

Concluding Remarks

In the above I have examined examples of the usage of words for “compassion” and “pity” in Mahāyāna sūtras. In 
early Buddhism maitrī was frequently used, but it gradually came to be used together with karuṇā, to which were 
then added muditā, or “rejoicing” in the happiness of others, and upekṣā, meaning “equanimity,” and these four 
qualities came to be known as the “four immeasurable states of mind” or the “four pure abodes.” These were valued 
as the basic virtues to be practised by a practitioner of Buddhism.
 In Mahāyāna Buddhism compassion was linked to practices for the benefit of others, becoming a vow of the 
bodhisattva, a basic cause for proceeding towards enlightenment, and the basis of Buddhist practice. As was seen in 
the examples from the Avataṃsaka-sūtra and Vairocanābhisambodhi-sūtra, this became a current of thought 
common to Mahāyāna sūtras in general.
 Anukampā, which is similar to compassion, was used with reference to Tathāgatas and bodhisattvas who appear 
in this world and preach the Dharma for the welfare and happiness of people and out of pity for the world. 
Bodhisattvas are those who have pity on or sympathize with (anukampakā) living beings and the world, a world that 
encompasses all beings, including gods, humans, and asuras. It was also held that by means of this anukampā it was 
even possible to reach unsurpassed perfect awakening.
 The bodhisattva comes forth into this world for the sake of the welfare and happiness of the world and its 
inhabitants and out of pity for them, and he regards living beings with compassion. This mode of being is delineated 
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as the ideal of Mahāyāna Buddhism.

1. But in the Mahāprajñāpāramitā-sūtra it is stated that Buddhas “dwell in kindness and pity, grant happiness, and remove 
suffering. In this fashion they think pityingly of all sentient beings and equally wish to make them free from suffering and 
gain happiness.” (T.220.7.1041b12–13:安住慈悲與樂拔苦。如是愍念一切有情。平等欲令離苦得樂) Again, in the 
Mahāyāna Mahāparinirvāṇa-sūtra we read: “To remove non-benefit for living beings is called ‘great kindness’; to wish to 
grant living beings immeasurable benefits and happiness is called ‘great pity’..” (T.374.12.454a8–9: 爲諸衆生除無利益是
名大慈。欲與衆生無量利樂是名大悲). Thus ci (kindness) and bei (pity) were not strictly differentiated and express 
virtually the same sentiment, and either maitrī or karuṇā was often translated as cibei.

2. T.848.18.1b29–c1: 菩提心爲因。悲爲根本。方便爲究竟。
3. Dbh., p. 16, l. 5; p. 71, l. 2; p. 96, l. 15; Gaṇḍavyūha. p. 6, l. 12; p. 389, l. 19.
4. Dbh., p. 116, l. 17; p. 143, l. 12.
5. Dbh., p. 18, l. 6.
6. T.1509.25.256c16–19: 慈悲是佛道之根本。所以者何。菩薩見衆生老病死苦身苦心苦今世後世苦等諸苦 所惱。生大

慈悲救如是苦。然後發心求阿耨多羅三藐三菩提。
7. T.1509.25.208c9–11: 四無量心者。慈悲喜捨。慈名愛念衆生。常求安隱樂事以饒益之。悲名愍念衆生。受五道中種

種身苦心苦。In this fashion, maitrī and karuṇā are often explained in the context of the four immeasurables (catvāri 
apramāṇāni).

8. T.1509.25.209a7, 257b26, 417b21.
9. M. Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary, Oxford, 1899.
10. R. L. Turner, A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages, Oxford University Press, 1966.
11. The Passion refers to the sufferings of Jesus Christ in Gethsemane and on the Cross, while Passion music includes works 

such as Bach’s St. Matthew Passion. In addition, Passiflora, or passion flowers (flos passionis), are so called because the 
various parts of the flower are considered to be symbolic of the last days of Jesus, especially his crucifixion.

12. The element -pathy in English is used to form compounds with the meaning of feeling, suffering, bodily disorder, method of 
cure, etc. Typical examples in medical terminology are “homeopathy” and its opposite “allopathy.” These too derive from the 
original meaning of “suffering.”
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What is the meaning of studying the religious conceptions of 
Émile Guimet (1838-1918) ?

Frédéric Girard

	 It	is	well	known	that	Émile	Guimet	(1838-1925),	a	prominent	figure	in	the	history	of	oriental	art	and	museology	
in	France,	had	founded	the	museum	named	with	his	patronyme,	the	Musée	Guimet,	situated	in	an	elegant	and	«	chic	
»	quarter	of	Paris	and	a	very	popular	place,	near	Trocadéro,	Effeil	Tower	and	Champs-Élysées	Avenue,	so	that	it	has	
been	 considered	 and	 assimilated	 to	 an	 important	 center	of	 tourism	 in	France.	But,	 on	 another	 side,	 by	 its	
museological	conception,	it	can	be	said	to	have	given	influence	and	shape	to	the	sensibility	of	its	visitors	concerning	
the	Oriental	 religions	and	 thought,	 from	at	 least	one	century	and	half,	 so	 that	 this	museum	has	a	very	great	
importance	to	understand	and	grasp	the	vision	and	conception	of	oriental	world	conception	amongs	Western	people,	
the	general	cultivated	public	and	also	scientific	personalities.1

	 What	is	less	known	is	the	fact	that	Guimet	ambrassed	a	great	ambition	in	the	scientific	field	of	humanities,	fine	
arts	and	history	of	religions.	His	image	is	associated	with	the	one	of	a	businessman	of	Lyon’s	hight	bourgeoisie	-	he	
his	the	son	of	a	President	of	a	society,	known	by	the	invention	of	«	Guimet	Blue	»	(a	kind	of	indigo),	which	charge	
he	inherited	during	all	his	lifetime	-,	 interested	in	Egyptian	and	Oriental	religions	and	archeology	as,	some	so	not	
benevolent	critics	said,	an	«	amateur	»	animated	by	a	mind	of	curiosity	but	with	no	professionalism,	so	that	he	has	
never	been	so	seriously	taken	into	consideration	by	Western	scholars	in	whatever	scientific	field.	As	an	exception	is	
the	pionneer	work	of	Bernard	Frank,	my	regretted	and	beloved	master	 in	Japanese	studies,	who	 tried	 to	held	
concerning	Guimet	another	 image,	as	 the	 initiator	of	serious	studies	 in	Oriental	and	more	specifically	Japanese	
religions	through	his	Bouddhist-and	shintō’s	pantheon	elaboration	and	analysis.	One	great	achievement	of	Frank	is	
his	major	work	on	the	Japanese	Buddhist	Pantheon,	written	while	trying	to	organize	as	a	whole	the	collection	of	
Japanese	Religious	art	pieces	of	Guimet	museum,	and	parallel	to	another	great	work	on	his	own	Japanese	O-fuda’s	
collection,	as	reflecting	the	Japanese	religiosity.	
	 In	the	continuity	of	the	work	of	Frank,	let	prematurally	unfinished,2	I	have	bringed	out	a	questioning	on	the	work	
of	Guimet	on	new	basis.33	I	have	tried	to	treat	with	attention	the	dialogues	that	Guimet	had	with	the	representatives	
of	the	Japanese	Buddhist	sects	and	Shintō	priests,	during	his	travel	in	Far	East	countries,	from	the	summer	to	the	
winter	of	1876,	the	ninth	year	of	Meiji	Era,	with	the	financial	assistance	of	French	government,	through	the	Ministry	
of	Public	Instruction	(that	 is	Ministry	of	Education).	First	of	all,	I	have	edited	the	Japanese	texts	of	the	Japanese	
religious	men	who	answerd	to	Guimets’s	questions,	a	work	which	had	not	been	done,	or	only	in	parts,	from	the	year	
1877.	What	can	be	said	of	Guimet	is	that,	as	a	cultivated	man,	he	was	interested	in	Egyptian	archeology	from	his	
young	years	and	 that	his	curiosity	 in	 the	 field	of	Egyptian	 religion,	namely	 in	 the	 Isiac	cults,	composed	from	
association	of	Egyptian,		Greco-Roman,	Celtic,	Gallic	cults,	did	not	abandoned	him	till	his	death.	In	his	analysis	of	
Isiac	cults	he	was	well	informed,	as	another	specialist	Georges	Lafaye	(1854-1927),4	-	he	wrote	a	«	Isis	romaine	»5 
and	«	Les	Isiaques	de	la	Gaule	»6,	and	he	knew	very	well	 the	philosophical	studies	of	Athanasius	Kircher	(1601-
1680),	as	La Chine Illustrée,	of	1670,	possessed	by	Guimet	himself,	on	his	syncretic	and	neoplatonician	pantheon7 
who	can	be	said	the	forerunner	of	compared	religions.	He	was	himself	hoping	that	his	religious	studies	could	sow	
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some	happiness	in	the	society.	
	 When	he	started	to	the	Far	Est,	he	had	the	common	ideals	of	a	French	intellectual	man,	non	attached	or	weakly	
attached	to	the	Catholic	faith,	with	republican	ideas	near	the	socialism	of	Fourrier,	that	the	society	was	composed	of	
phalansteries,	spontaneous	communities	directed	with	 justice.	But	 like	some	of	his	friends	and	relations,	as	 the	
political	men	Jean	Jaurès	or	Georges	Clémenceau,	he	was	 in	search	of	a	philosophical	and	moral	system	which	
founded	its	metaphysics	and	ethical	norms	without	a	Supreme	Being	or	God,	as	in	Christianism,	and	an	equivalent	of	
this	Supreme	Being	in	a	religion	without	as	Buddhism	was	said	to	be	in	European	countries	at	the	time.	In	a	sceptic,	
agnostic	and	atheistic	France,	which	had	developped	the	concepts	of	laicity,	with	a	comitant	notion	of	separation	of	
the	Church	and	 the	State,	and	of	 freedom	of	 faith,	Buddhism	appeard	as	a	 religion	with	 interesting	atheistic	
philosophical	system	which	succeeded	in	having	harmonious	and	developped	societies	in	the	Far	East	part	of	 the	
world.	
	 Guimet	held	dialogues	with	Buddhit	monks	and	Shintō	priest,	 that	 is	Zen,	Jōdo,	Jōdoshin,	Nichiren,	Tendai,	
Shingon,	and	Shintō	priests	of	Kitano	tenmangū.	What	were	the	questions	of	the	French	scholar	?	
1/	Is	there	a	creator	or	a	creation	?	
2.	What	is	is	power	and	virtue	as	a	hotoke,	a	judge	and	subject	of	ther	retribution	of	acts	(karman);	in	other	words,	if	
there	is	no	creator,	what	or	who	is	the	supreme	authority	who	decides	what	is	good	and	bad	?
3/	Is	there	miracles	?
4/	Is	there	a	life	after	the	death	?
5/	What	are	the	principles	of	morality	?
6/	History	and	doctrines	of	the	sect.
7/	What	are	the	relations	between	Buddha	and	Deities.
8/	What	are	the	sacred	texts	of	the	sect	?
(9/	The	mudrā	of	Shingon	sect).
	 What	is	the	meaning	of	these	questions,	which	are	the	same	whatever	was	the	sect	concerned	?	At	the	first,	 it	
seems	 that	we	have	a	dialogue	Christianity-Buddhism,	as	 in	 the	Christian	Century.	But	as	Guimet	was	not	a	
convinced	Catholic,	 this	hypothesis	 is	 too	weak	and	non	reliable.	 In	his	 report	 to	 the	French	Ministry,	Guimet	
asserted	that	the	translation	of	the	answers	he	received	was	a	prioritary	work.	
	 But	 in	fact,	he	only	published	the	dialogues	with	the	Nishihonganji	representatives,	Shimaji	Mokurai	(1838-
1911),	Akamatsu	Renjō	(1841-1919)	and	Atsumi	Enkai	 (1840-1906)).8	What	was	 the	 reason	of	 this	 restrictive	
limitation	has	to	be	inquired	on.	It	is	wellknown	that	Mokurai	visited	Europe	and	introduced	in	Japan	the	decisive	
concepts	of	separation	of	Religion	and	State	and	of	Freedom	of	Faith	which	had	a	determining	influence	at	the	time,	
but	they	are	not	discussed	in	these	dialogues.
	 If	we	consider	these	facts,	the	best	hyptothesis	is	not	it	that,	considering	the	inconciliable	variety	of	the	anwers	
of	Japanese	religious	men,	he	resigned	his	project	because	he	had	not	an	only	one	answer	from	his	interlocutors	to	
the questions.
	 For	instance,	 the	shintō	had	the	God	Master	in	the	Middle	of	the	Heaven	(Amenominakanushi	no	kami)	as	a	
creator,	but	the	Buddhist	spoke	mostly	of	Causality	(innen, inga, engi),	or	of	the	manifestation	of	things	by	the	mind-
only	 (yuishin),	or	 the	principle	of	 things	 (shinnyo),	besides	 the	 Indian	demiurges	 (Brahmā,	and	so	on).	The	
conclusion	of	Guimet,	if	there	was	one,	was	that	the	shintō	had	an	answer	but	not	clearly	the	Buddhist	:	nethertheless,	
the	Buddhists	held,	through	causality,	a	kind	of	Fatum	or	Destiny,	as	an	overwhelming	principle	of	the	universe,	a	
non-personal	causative	principle	 identified	with	 innermost	part	of	human	mind	(yuishin, isshin, shinnyo),	and	
karman...	In	this	case,	the	Buddhist	had	a	kind	of	causal	law	as	a	principle	of	universe,	like	the	occidental	notion	
cosmic	law,	without	the	embarrassing	hypothesis	of	a	Personal	God.	From	this	point	of	view,	the	norm	of	good	and	
bad	has	to	be	inquired	in	something	else	than	the	mind	of	man	himself.	And	if,	as	Buddhists	states,	 there	are	no	
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exception	to	this	law	(the	miracles),	this	law	is	purely	natural	and	universal.	From	this	point,	it	can	be	asserted	that	
the	moral	and	ethical	principles	are	in	human	mind	only	and	not	in	an	extrinsic	authority	as	a	personal	deity.	In	the	
last	question	on	the	relashionship	between	Buddhas	and	deities,	 there	were	no	allusion	to	 the	actual	situation	of	
persecution	of	Buddhism	and	the	answer	were	very	quiet,	stressing	the	superiority	of	Buddhas	and	bodhisattvas	and	
the	accessory	 role	of	 Indian,	Chinese	and	 Japanese	deities,	where	Guimet	maybe	hoped	 to	have	 treated	 the	
relationship	of	Amenominakanushi	no	kami	with	the	Buddhas	and	bodhisattvas.	The	very	confused	and	muddled	
answers	 to	his	questions	were	there	not	 the	motivation	of	 the	non-publication	of	 these	dialogues,	from	which	he	
could	not	extract	any	consistant	conclusion	on	the	matters	he	had	in	mind	?	This	matter	was	:	instead	of	the	Christian	
God,	what	principle	Buddhists	have	you	to	suggest	to	us	?	As	he	obtained	no	clear	conclusion,	he	only	had	to	make	
suppositions,	 that	we	can	find	 in	 the	publications	of	his	collaborators,	Félix	Régamey	(1844-1907)9	or	Léon	de	
Milloué	(1842),	but	scarcely	in	the	works	of	Guimet	himself.	That	is	also	the	reason	why	he	had	the	Summary of the 

Twelve Sects	of	Fujishima	Ryōon	and	the	Summary of the Eight Sects	of	Buddhism	(Hasshū kōyō)	of	Gyōnen	(1240-
1321)	translated	into	French.10 

	 Along	the	same	lines	of	concerns	of	Kircher	view	of	comparative	religions,	as	all	born	from	Egyptian	religion	
and	being	ramifications	of	it,	Guimet	and	some	of	his	contemporary	scholars	in	this	field,	developped	on	the	model	
of	the	Periodical Classification of elements	(1869)	by	Dmitri	Mendeleïev	(1834-1907),	a	kind	of	Classification	Table	
of	Religions	of	the	world,	as	Maurice	Vernes	(1845-1923),	with	a	philological	methodology,	in	his	«	Introduction	»	
of	 the	first	volume	of	 the	newly	appeared	review,	 the	Review of History of Religions,	 that	he	co-founded	with	
Guimet,	 the	Maurice	Vernes	(1845-1923),	 in	1880.	A	methodology	associated	historical	evolution,	by	gathering	
“positive”	materials,	and	structural	and	philosophical	schemes	going	beyond	the	past	opposition	of	an	evolued	judeo-
christianism	and	a	primitive	paganism	:	it	was	current	at	this	time	dominated	by	the	“positivism”	of	Auguste	Comte	
(1798-1857),	Eugène	Burnouf	 (1801-1852)	and	Émile	Littré	 (1801-1881)	or	 the	 spiritualist	positivisie	Félix	
Ravaisson	(1813-1900),	inherited	by	the	Orientalist	and	Japonologist	Léon	de	Rosny	(1837-1914).
 In the Encyclopédie des sciences religieuses	of	Frédéric	Lichtenberger	(1832-1899),11	at	the	article	«	Religions	
(Classement	et	filiation	des)	»	(1880),	the	same	Maurice	Vernes	describes	the	conceptions	of	religious	sciences	at	the	
time	when	Guimet	returned	from	Orient.	He	alludes	in	particular	to	the	classification	of	religions	established	by	the	
Dutch	G.P.	Tiele	inherited	by	Albert	Réville	(1826-1906),	also	a	co-founder	of	the	same	Revue,	and	the	first	to	hold	
the	Chair	in	History	of	Religions	at	the	Collège	de	France	(1880)	and	the	first	president	of	the	Section	of	Religious	
Sciences	at	 the	École	pratique	des	hautes	études	(1886).	The	most	 important	originality	of	Réville	has	been	 to	
establish	a	partitioning	between,	on	one	hand,	“polytheistic	religions”,	with	(1)	the	primitive	religion	of	nature,	(2)	
the	animism	distinguishing	body	and	soul	-	 in	Africa,	Eskimo	countries,	Finland,	Tartar	populations,	 Indians	of	
America,	Polynesia	 -,	 (3)	 the	national	mythologies	 -	 Indo-European	and	Semitic	populations,	China,	Egypt,	
Babylonia,	Germany,	Gaul,	Italy,	Greece,	Mexico,	the	Vedic	mythology	védique	being	the	more	achieved	and	the	
Japanese	mythology	being	unknown	-,	 (4)	 the	polytheistic-legalist	 religions	-	Taoïsm,	Confucianism,	Mosaïsm,	
Judaïsm,	Brahmanism,	Mazdeism	-,	 (5)	Buddhism,	and,	on	the	other	hand,	 the	“monotheistic	religion”,	with	(1)	
Judaism,	issued	from	Mosaïsm,	legalist	and	national,	(2)	Islamism,	legalist	and	international,	(3)	Christianism,	a	
redemptive	religion	of	international	nature.	Bouddhism	is,	belonging	to	Réville,	at	 the	turning	junction	of	the	two	
groups	:	it	is	a	universal	redemptive	religion,	opposed	to	polytheism	but	in	reality	integrating	local	polytheisms.
	 This	classification	 is	supposed	 to	supplant	and	replace	 the	hierarchical	classification	prevalent	 in	Catholic	
middles,	by	evacuing	the	surnatural	elements	done	by	protestant	criticism,	as	the	one	proposed	by	the	Abbot	Bertrand	
in 1848, in his Dictionnaire Universel, historique et comparatiste de toutes les Religions du Monde.	Bertrand	hold	a	
so-called	exhaustive	typology	:	1/	primitive	or	natural	religion	revealed	by	God	to	humankind	without	texts	mais,	2/	
Mosaïsm	or	Judaïsm	with	prescriptions	preparing	Redemption,	3/	Christianism	as	the	achievement	of	Judaïsm,	4/	
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Sabeism,	a	heresy	with	an	astral	cult,	5/	Dualism	or	Magism	explaining	the	good	and	the	bad,	6/	Brahmanism	or	
Tritheism,	7/	Ancient	Greco-Roman	Paganism,	8/	Buddhism,	a	kind	of	pantheism	negating	 the	Divinity	and	
extending	it	in	everything,	9/	Tao-sse	[sic],	a	philosophism	based	on	rituals,	10/	Fétichism,	11/	Chamanism,	fusioning	
Sabeism,	Bouddhism	et	Fetichism	in	Central	and	Septentrional	Asia,	12/	Islamism.
	 The	classification	of	Réville	was	criticized	by	Vernes	for	its	artificial	philosophical	distinctions	without	link	with	
the	natural	environment	and	social	evolution	where	religions	had	growed.12	A	national	character	never	disappear	in	a	
universal	religion	and	even	a	monotheism	has	an	evolution	towards	a	polytheism	inasmuch	it	has	to	adapt	itself	to	
local	 religions.	Vernes	has	 in	view	a	 indo-european	group	and	a	egypto-semitic	group	which	evoluted	from	the	
origins	till	modern	times,	combined	in	symbiosis	with	other	populations	initating	new	syncretic	shapes	of	religions.	
Religions	reduced	to	their	simplest	forms	of	developpementt,	with	the	progress	of	civilisation,	in	dogms	and	cults,	
but	also	with	declines,	so	that	it	is	impossible	to	establish	a	general	evolution	of	religions,	in	a	strict	chronological	
and	 typological	parallelism.	 It	 is	 illusory	 to	 trace	a	 linear	evolution	from	a	rough	and	primitive	state,	a	 initial	
Revelation	and	 the	further	elaboration	of	 the	highter	concepts	of	 theologians.	The	new	Revue de l’histoire des 

religions,	under	the	auspices	of	the	musée	Guimet,	had	a	tendancy	to	make	an	equal	view	of	all	the	religions,	though	
it	recognized	differencies	in	the	levels	of	civilizations	:	the	tendency	towards	an	integral	equalization	became	more	
patent	with	Lévy-Bruhl	(1857-1939),	who	used	the	epithet	of	“primitive”	as	to	better	abolish	it,	but	had,	maby,	to	
wait	 till	Claude	Lévi-Strauss	 to	become	completely	achieved	(Lévi-Strauss	started	his	 investigations	from	South	
American	populations	which	could	not	be	said	to	be	linked	with	a	possible	egyptian	origin,	as	in	other	cases).	
	 The	new	science	was	also	called	“hiérography”,	and	was	concomitant	with	the	scientific	works	edited	in	journals	
as  the Revue historique,	founded	four	years	before,	and	wanted	to	concentrate	the	scattered	articles	in	journals	as	the	
Journal Asiatique or the Revue critique.	But	 the	new	journal	and	therefore	the	new	science	had	not	 the	name	of	
“sciences	of	religions”	but	of	“history	of	religions”	:	it	aimed	to	inquire	into	the	ancient	and	modern	oriental	religions	
and	into	the	ancient,	but	not	modern,	occidental	religions,	as	to	avoid	unsefull	polemics	and	to	open	the	door	to	a	
progressive	enrichment	and	increase	in	the	field	of	a	fecond	production	of	the	human	mind,	not	with	a	sole	and	unic	
key	:	«	The	Journal	is	purely	historical,	it	excludes	any	work	having	a	polemical or dogmatic	character.	»	The	role	
palyed	by	Guimet	was	precisely	to	open	the	door	towards	the	observation	of	these	Oriental	religions,	without	any	
dogmatic	presupposition,	in	a	complete	intellectual	autonomy.
	 Guimet	knew	very	well	all	these	theories	for	they	had	been	elucidated	and	stressed	by	scholars	who	were	also	
his	colleagues	and	friends.	But	 in	Guimet’s	views,	 the	Japanese	religions	had	as	a	particularity	 to	have	a	very	
elaborated	theoritical	system	of	thought,	with	a	pantheon	where	the	divinities	had,	each	one,	a	definite	function,	an	
attribute	symbolizing	his	function,	and	a	clergy	who	concretized	the	role	of	these	functions	in	ceremonies	and	rituals,	
where	in	China	or	in	India	that	he	visited	there	were	nothing	similar	to	observe	:	the	functions	were	concepts	and	the	
attributes	symbolizations	or	concrete	 images	of	 these	concepts,	 in	a	way	rather	similar	 to	Kircher’s	views.	The	
Japanese	religions	were	the	most	complete	systems	of	symbols	and	representations,	and	this	was	the	reason	why	he	
attached	importance	to	study	them.	He	was	probably,	on	this	point,	not	in	accordance	with	his	colleague	Vernes	who	
dissociated	theological	elaborations	of	concepts	from	ritual	and	symbolic	representations.	And	the	system	of	thought	
that	he	found	in	 the	Shingon	pantheon	concretised	by	 the	Shingon	maṇḍalas	had	many	reasons	 to	please	 to	his	
opinions	:	it	had	Buddhism	as	its	focus,	a	religion	being	at	the	intersection	of	all	the	religions,	in	the	schemes	and	
classifications	that	we	have	described	;	it	gave	a	synthetic	representation	of	the	evolution	of	all	the	religions	of	Asia,	
from	Brahmanism,	Taoism,	Confucianism,	Shintō,	and	even	Atheism,	till	all	forms	of	Buddhism.	The	reason	why	
Guimet	was	fascinated	by	 the	Maṇḍala	of	Tōji,	 that	he	reproduced	 in	his	museum	may	have	been	 this	holistic	
conception	of	religions	of	Asia,	on	one	hand,	and	the	fact	that	it	offered	evident	similarities,	for	him,	with	the	Isiac	or	
Bembine	Table,	as	it	had	been	interpreted	in	three	levels	by	Kircher	:	the	level	of	the	Absolute	Deity	(Isis),	the	level	
of	deities	governed	by	Reason,	and	the	level	of	deities	and	beings	(including	men)	dominated	by	Passions.	These	
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levels	are	the	three	states	of	being	or	hypostasis	of	the	Neo-Platonism,	and	it	is	exactly	in	the	same	terminology	that	
Guimet	interpreted	the	Maṇḍala	of	Tōji,	 in	the	Exposition	Universelle	in	Paris,	 in	1878.13	The	Isiac	Table	and	the	
Tōji’s	Maṇḍala	have	almost	the	same	number	of	deities,	an	orientation,	a	hierarchy,	and	double	course	upward	and	
downward	movement,	with	religious	and	metaphysical	signification.	His	 table	of	 the	religions	of	 the	world	was	
complete, as the Repertory	of	Mendeliev.	His	defect	was	the	fact	that	the	Japanese	deities,	the	kami,	were	put	in	a	
rather	low	level,	which	did	not	tallied	with	the	reality	of	the	cults	and	believes	of	Japanese	people	he	discribed	in	his	
Promenades Japonaises	(1876).14	Here	is	one	of	the	limits	of	Guimet’s	investigations	in	religions	but	his	merits	have	
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A Forgiving God and a Judgemental God:
The Question of Religion in the Later Nishida

ShiRAi Masato

Preamble

It is well known that Nishida Kitarō 西田幾多郎 discusses the question of religion in a concentrated fashion in “The 
Logic of Place and the Religious Worldview” (“Basho teki ronri to shūkyōteki sekaikan” 場所的論理と宗教的世界
観), an essay written in his final year. His treatment of religion in this essay has often been discussed in connection 
with, for example, the Jōdo Shin sect of Japanese Buddhism or the agapē of Christianity.i The focus of such studies 
is a God who saves even evildoers, a God who forgives and loves all people, and this is discussed in relation to, for 
example, the Jōdo Shin view that evildoers are the prime target of Amida’s compassion. Such discussions tend to 
attach importance to a God who saves and forgives people.ii

 In “The Logic of Place and the Religious Worldview” there is a passage that could be read as if Nishida himself 
were critical of a judgemental God qua transcendent God:

 But I do not consider a God who cannot fully enter into self-negation, a God who does not contain within 
himself true self-negation, to be the true absolute. He is a judgemental God, not a God of absolute salvation; 
he is a transcendent and sovereign God, but not a fully immanent God of absolute love.iii (11: 458)

 But if one reads this passage carefully, one realizes that Nishida is not negating a judgemental God, but is only 
saying that one cannot speak of a true God by alluding only to his aspect as a judgemental God. In fact, having stated 
that “being an utterly unique, individual, and volitional self, in an inversely corresponding manner externally our self 
stands over against the absolute, which utterly transcends our self and stands over against our self, and internally too, 
and in an inversely corresponding manner, stands over against the absolute, which utterly transcends our self and 
stands over against our self” (11: 434–435), Nishida goes on to speak in positive terms of a God who gives 
commands and passes judgement on those who disobey his commands: “In the former [i.e., external] direction, our 
self comes in contact with an absolute command, which is a self-expression of the absolute, and we have no choice 
but to obey it by utterly negating ourselves. Those who obey it live, those who disobey it are cast into the eternal 
fire.” (11: 435)
 Furthermore, Nishida also considered morality to be founded on religion: “What is called religion does not think 
of God as the supreme principle from the position of knowledge, nor does it recognize the position of God as a 
requirement from the position of morals. But even so it is not based simply on a subjective mystical experience. As 
was said above, it is the position that lies at the basis of knowledge and morals.” (11: 137) Therefore, religion is 
discussed by Nishida not just in connection with salvation, but also as something that requires moral practice.
 In other words, Nishida considered God to have two aspects, namely, the aspect of a judge and the aspect of a 
forgiver. But this does not mean simply that God possesses two different aspects. To anticipate Nishida’s conclusion, 
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it is precisely because God gives commands and passes judgement that he forgives and saves. At the same time, it is 
precisely because God forgives and saves that he gives commands and passes judgement. The acts of giving 
commands and passing judgement and the acts of forgiving and saving constitute a single state of affairs.
 In light of the above points, in the following I wish to clarify the relationship between God’s forgiveness and his 
commands, paying particular attention to the aspect of a God who gives commands and passes judgement, an aspect 
that has been overlooked in past research. In section 1, prior to discussing the relationship between God and 
ourselves, I outline Nishida’s thinking regarding the mode of being of humans. In section 2, I discuss the mode of 
being of God that may be deduced from the mode of being of humans. Lastly, in section 3, I discuss the relationship 
between God and humans and thereby clarify the character of God’s judgement and forgiveness.iv

1. What Sort of Entity is the Self?

Before discussing the forgiving God and the judgemental God, we must first consider the nature of the self that 
encounters this God. In this section, I shall briefly consider the nature of the self, focusing on its relationship with 
God.
 Nishida characterizes the self in the following manner. If the essence of the self is determined by objective 
entities (or “beings of the grammatical subject” in Nishida’s terminology), then it is merely an instinctive entity 
governed by rules and objects (11: 400). But for the self to be dissolved into what is external to it, it would mean that 
“there is no self there” (11: 401).
 But nor, Nishida argues, can the essence of the self be considered to be reason.v When the self is considered to 
be autonomous and rational, “our self is nothing but the mere self-determination of the universal, which is no one’s 
self and could be anyone’s self. It is merely abstract being which has no individuality and no reality.” (11: 401) 
Reason is something general that applies to anyone who possesses reason, and it may be thought of as universal and 
unchanging. Therefore, “reason is not subject to birth and death. There too life is being thought of as something 
external.” (11: 421) When basing oneself on reason, life cannot be thought of as something that is destined to die. 
Rather, the self is being defined by something external in the form of the rules of reason. According to Nishida, “The 
practising self is not mere reason. The self exists where there is the possibility of breaking laws.” (11: 401) So long 
as humans are defined by laws, they will be forever defined by the general. Instead, the essence of humans ought to 
be thought of as something that possesses the freedom of being able to break laws.vi

 Of course, to think of humans as beings with the potential to break laws does not mean to think of them as 
simply wilful beings, for as long as one breaks laws in accordance with one’s instincts and desires, one will end up 
being a self governed by what is external, as noted above. Nishida accordingly envisages a mode of being for the self 
that is free while heeding inevitability.vii

 Nishida writes as follows of the self:

 Our personalistic self, free and also internally inevitable, exists where we express the world in ourselves in 
the contradictory self-identity of the internal and the external and determine ourselves as single focal points 
of the world, that is, where we are creative. Our personalistic self exists only in the absolutely contradictorily 
self-identical world, which is absolute nothingness and yet determines itself. (11: 402)

What does this mean?
 When stating that “we express the world in ourselves,” Nishida is dealing with the creative aspect of the 
personalistic self in the relationship obtaining between the personalistic self and the world. We engage in self-
expression. Nishida’s “self-expression” means to give expression to the self externally by producing things that 
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express the self. At the same time, this self-expression is not merely an individual event and is also an event that 
occurs in the world. Furthermore, the production of something in the world means that something new is added to the 
world and that the world assumes a new form. In the sense that the world’s mode of being and our self-expression are 
interconnected, it is said that “we express the world in ourselves.”
 To “determine ourselves as single focal points of the world” concerns the aspect of the workings of the world in 
the relationship obtaining between the personalistic self and the world. The self is determined by the world’s mode of 
being. We are, moreover, determined as “single focal points.” That is to say, we do not reflect the world in its entirety 
and are determined as no more than single focal points subject to the constraints of time and place. The self decides 
on its mode of being even as it accepts the circumstances of the time and place in which it lives.viii

 To sum up, the personalistic self, while subject to the constraints of time and place, also creates a new world 
through its self-expression. It is this dynamism of the world that Nishida describes as “creative,” and it is the 
constraints of time and place that correspond to the elements said to be “internally inevitable,” while the self is said 
to be “free” insofar that it creates the world through self-expression.
 But this world is not merely a world of arbitrary freedom. Nishida writes as follows of the proclivities and 
directionality of the world and the self.

 The world, being contradictorily self-identical and as the self-determination of the absolute present, has its 
focal point within itself and forms itself with this dynamic focal point at its centre. This gives the world its 
own order. As the singular many of this world, each as a single focal point of the world, the self expresses the 
world in itself and also has its own direction in accordance with the direction of the self-formative focal point 
of the world. (11: 378)

 What is important here is that the focal point of the world is a “dynamic focal point” and that order is found 
therein. According to Nishida, the world moves through history, and its movement is a movement that possesses a 
definite order moving from the past to the future. However, what needs to be noted here is the “self-determination of 
the absolute present.” History must be a self-determination in the present such that, while influenced by the past and 
moving towards a goal in the future, the present simultaneously determines the present. In other words, the present is 
not causally determined by the past, nor is it teleologically determined by the future. This means that while accepting 
the past as a task to be dealt with, it revamps history as it moves towards the future. In more concrete terms, this has 
the following implications. In the present, the past exists as a given. Furthermore, this past is not a mere given, but a 
given that is filled with tasks. The fact that the past is filled with tasks means that we have been tasked with negating 
the given past and revamping it into a new reality. In other words, the past is given as something to be negated. 
Likewise, the future does not exist as a fixed goal, but one that becomes visible through the tasks given in each 
present moment. Thus, the order and directionality of history do not signify a single current or a single order, and 
accepting tasks from the past as they appear in the present, one revamps the current circumstances while moving 
towards the future. In addition, fresh tasks emerge in the newly created circumstances, and whenever this occurs, a 
new future is aimed at.ix

 Furthermore, the personalistic self is deemed to engage in self-expression in the midst of this directionality of 
history. This is what is meant when it says in the passage quoted above that “the self expresses the world in itself and 
also has its own direction in accordance with the direction of the self-formative focal point of the world.” The 
personalistic self accepts the history of the past as tasks, negates the mode of being of the past world, and revamps 
the world. By accepting tasks and creating a new future, we engage in self-expression. Nishida describes this mode 
of being of the world as follows: “This world is a world of the freedom of inevitability and the inevitability of 
freedom. Only in this world is it possible to speak of the Sollen of the self.” (11: 379) Insofar that the personalistic 
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self is following the directionality of a world moving from the past to the future, it is moving in an inevitable manner. 
But insofar that it negates the past and creates a new future, it possesses a freedom that is not shackled by the world’s 
past mode of being.
 In this fashion, the personalistic self accepts the past through negation as something filled with tasks. There is 
inevitability insofar that the self is burdened with tasks from the past, and there is freedom insofar that it is able to 
create new things without being shackled by the past. In this case, acceptance through negation becomes the basis of 
both freedom and inevitability. Therefore, in the next section let us consider the questions of death as negation and 
the absolute.

2. Negation and the Absolute

As we saw in the previous section, the self is not some sort of reason that never dies, but something that lives in the 
midst of birth and death. Consequently, the self, differentiated from mere reason, is characterized as something that 
knows of its own death. Nishida accordingly writes as follows: “Thus, to know our eternal death is the fundamental 
reason for our existence, for only he who knows his own eternal death truly knows that he is an individual. He alone 
is a true individual, a true personality. What does not die is not something one-off.”x (11: 395) What needs to be 
noted here is that the adjective “eternal” has been added to one’s own “death.” Once it dies, the self is never reborn. 
The death of the self means that the self dies for eternity. By knowing of one’s death, one knows of one’s unique one-
off life and “becomes truly self-aware for the first time” (11: 395). By realizing that one will never be reborn and 
one’s life will never be repeated, one “truly knows that he is an individual” and “becomes truly self-aware” as “a true 
personality.” In knowing of our eternal death we realize that we are living a precious and irreplaceable life.xi Nishida 
further states that “when the relative stands over against the absolute, that is death” (11: 396). Self-awareness of 
one’s death becomes possible by “standing over against the absolute.” What sort of situation, then, is meant by 
“standing over against the absolute”?
 According to Nishida, “Needless to say, the absolute transcends opposites, but that which merely transcends 
opposites is not anything but merely nothing. A God who does not create anything is a powerless God; he is not God. 
Of course, if it stands over against something in an objective way, it is relative and not absolute.” (11: 396–397) In 
other words, the absolute is not merely something that transcends opposites, nor does it stand in opposition to 
something relative as its object. Accordingly, “The absolute is truly absolute in standing over against nothingness. By 
standing over against absolute nothingness it is absolute being.” (11: 397) It does not stand over against, or face, 
anything as its object. It stands over against only “absolute nothingness.” But the absolute cannot be said to stand 
over against nothingness if that nothingness is merely standing in opposition to the absolute as its object. Therefore, 
“mere nothingness is not something that stands over against the self. What stands over against the self must negate 
the self.” (11: 397) This nothingness does not signify a state of merely being nothing, and is a nothingness such that 
the self is negated by standing over against it. It is precisely because it manifests as the power that negates the self 
that this nothingness can be said to stand over against the self as nothingness. But as is indicated by the statement 
that “so long as there is something outside the self that negates it, something that stands over against the self, the self 
is not absolute” (11: 397), if there is something outside the self that negates it, it is relative and not absolute. That 
which negates the self must also be the self itself. This means that “the absolute must contain absolute self-negation 
within itself” (11: 397). That which negates the self is not outside the self but within the self. This means that one 
negates oneself, which also corresponds to the state of “standing over against that which negates the self,” and so one 
stands over against oneself, the self-negating self. In this fashion, to “stand over against absolute nothingness” is to 
stand over against one’s own self-negating self, and “this must mean that the self becomes absolute nothingness” (11: 
397). As a result of oneself becoming absolute nothingness, “nothingness stands over against nothingness itself” (11: 
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397). In other words, the absolute is not merely something that transcends opposites, nor does it stand over against 
the relative; the absolute stands over against the absolute itself, and to stand over against oneself in this way means 
that one becomes absolute nothingness and absolutely negates oneself.
 To become this kind of absolute nothingness and negate oneself absolutely means that “the true absolute exists 
where it completely turns itself over into the relative. The true general one has its existence in the true singular 
many.” (11: 398) In other words, the true absolute negates and transforms itself and exists as that which establishes 
the relative singular many, and to this extent it is the absolute. The state in which “the relative stands over against the 
absolute” is conceived of as a state in which the absolute negates itself and stands over against its self-negation, and 
the relative is established within this self-negation of the absolute. Therefore, “A God who is merely transcendent 
and self-satisfied is not a true God. In one respect he must also be thoroughly characterized by kenosis. The truly 
dialectical God is a God who is utterly transcendent and utterly immanent, utterly immanent and utterly transcendent. 
As such, he may be described as the true absolute.” (11: 399) The absolute is not a relative singularity and must be 
something that transcends this, but nor is it something that is merely transcendent. It exists within absolute self-
negation, such as is referred to as kenosis (self-emptying), establishes the relative singular many, and is immanently 
alive therein. “It is said that God created the world out of love, but God’s absolute love must be essential to God as 
his absolute self-negation; it is not an opus ad extra” (11: 399). God absolutely negates himself and becomes the 
relative, and our lives are lived on account of this love shown by God. These workings of God are workings intrinsic 
to the absolute, which also means that a God who is not a God of love cannot be said to be the true absolute.
 Through this self-negation by God our self confronts absolute negation. Existentially speaking, this absolute 
negation means to know one’s own nothingness. To know one’s own nothingness means that one will be lost in 
perpetuity through death and will never be reborn. Ethically speaking, it means that the self accepts the given as that 
which ought to be designated as the absolute and is driven to revamp the world anew. Through self-negation, God is 
a God of love who establishes our self. But at the same time, as absolute negation, God is also an entity that 
absolutely negates us. Let us consider in the next section how God is a God of love but also manifests as that which 
negates us.

3. Two inverse Correspondences: Forgiveness and Judgement

Nishida defines the relationship between God and human beings as an inverse correspondence (gyakutaiō 逆対応).xii 
Nishida’s use of the term “inverse correspondence” stems from his mathematical theories,xiii but here it expresses the 
relationship between the relative and the absolute as mediated by negation.xiv However, it should be noted that apart 
from “inverse” correspondence there is no such thing as, for example, “true” correspondence. As was seen in the 
previous section, the relationship between the absolute and the relative becomes possible only through the self-
negation of the absolute, and in this sense a relationship not mediated by negation is in principle impossible.xv That 
being so, what sort of actual relationship is this relationship mediated by negation?
 As was seen at the start of this essay, Nishida defines the self as something that encounters the absolute both 
externally and internally.

 Being an utterly unique, individual, and volitional self, in an inversely corresponding manner externally our 
self stands over against the absolute, which utterly transcends our self and stands over against our self, and 
internally too, and in an inversely corresponding manner, stands over against the absolute, which utterly 
transcends our self and stands over against our self. In the former [i.e., external] direction, our self comes in 
contact with an absolute command, which is a self-expression of the absolute, and we have no choice but to 
obey it by utterly negating ourselves. Those who obey it live, those who disobey it are cast into the eternal 
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fire. In the latter [i.e., internal] direction, on the other hand, the absolute thoroughly embraces our self; it 
persistently pursues and embraces our self, which persistently disobeys [the absolute] and flees [from the 
absolute]. That is, [the absolute] is boundless compassion. (11: 434–435)

 What is clear from this passage is that God has two modes of being, namely, that of a God who embraces us 
even as we disobey him and that of a God who casts into eternal damnation those who disobey his absolute 
commands. Of these two aspects, that of an embracing God negates himself, as was seen in the previous section, and 
establishes the relative personalistic self. This is a God who persistently stands beside humans who disobey him and 
continues to support them to the end.
 But what should not be forgotten is that this God is also a judgemental God, a God who casts into eternal 
damnation those who disobey him. He is both a God who embraces and affirms us and a God who utterly negates us. 
Let us consider this point in a little more detail. 
 Nishida writes: “Our human history has been, if stated in religious terms, built by means of what may be 
described as the words of God, and our Sollen in practice lies in continuing to build it by this means” (10: 60). 
Elsewhere he also writes: “Each single fact not only possesses the world’s self-aware significance but also 
encompasses infinite Sollen as the self-expression of the absolute one” (10: 495). As was seen earlier, the past 
appears as something to be negated and presents us with tasks. While calling these tasks “infinite Sollen,” Nishida 
rephrases this by referring to it as “the self-expression of the absolute one” and “the words of God.” That which 
presents us with the past as tasks, as something to be negated, is the self-expression of the absolute one in the form of 
the words of God.xvi

 As was explained above, our self is established through God’s absolute negation. It is precisely because absolute 
negation lies at the root of the self that we are aware of death and exist as a unique self. At the same time, it is 
precisely because the self is established by absolute negation that we are able to exist as a free self unshackled by 
past causes and future goals. Because the self is established through negation, it becomes possible for the self to 
negate both past and future and mould itself. In this way the self becomes able to accept past causes not as 
unshakeable givens but as tasks to be negated. How, then, does it actually accept the tasks?
 What is important first of all is that, even though Nishida speaks of “the words of God,” this does not at all mean 
that God descends before our eyes and addresses us with some specific words. Reality manifests as something that 
entails tasks, and this represents a self-expression of the absolute one and the words of God. A God who appears only 
as absolute negation would be absolute nothingness and would never appear as objective being. But at the same time 
God is also the agapē, or absolute love, that establishes our self. Nishida describes as follows the task presented by 
this absolute love:

 By standing over against the utterly transcendent one, we become true personalities. And the fact that the self 
is the self by standing over against the transcendent one means at the same time that I stand over against my 
neighbours with agapē. (9: 216)

 These words remind one of scenes in which Jesus Christ preached love for our neighbours, especially the 
following words: “A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also 
love one another.” (John 13:34) But what needs to be noted here is that when Jesus spoke of love for our neighbours, 
he was speaking of outsiders such as Samaritans who are not usually considered to be neighbours (Luke 10:25–37), 
and he meant, “Love your enemies,… and pray for them which…persecute you” (Matthew 5:44). We are required to 
love those who, when considered from the position of our self, cannot possibly be described as neighbours.
 Nishida similarly writes: “We are a personalistic self by loving neighbours like ourselves in imitation of God’s 
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agapē” (6: 424). To “stand over against my neighbours with agapē” means to “imitate God’s agapē.” God’s agapē 

was to establish us through his self-negation. Therefore, to stand over against our neighbours with agapē in imitation 
of God must mean to bring out the best in others through our own self-negation. Likewise, to accept the past as a task 
means to realize that the historical schema continuing from the past, which defines us, is violently pushing our 
neighbours into the position of enemies and outsiders, and to bring out the best in our neighbours with love. It is 
required of us that we build relationships with others by becoming aware of and negating the schema of the past, 
which violently assumes others to be outsiders and enemies.
 In this fashion it becomes clear that the judgemental God and the forgiving God represent a single state of 
affairs. Nishida writes: “… agapē and Sollen are not mutually opposed to each other. Moral Sollen must, on the 
contrary, be founded on agapē.” (10: 115) Our Sollen is something that, like God’s agapē, ought to bring out the best 
in others through our self-negation. It could be said that the task thrust upon us by God is to negate our past mode of 
being, which has equated others with outsiders and enemies, and to build opportunities for meeting with others in a 
true sense. It is precisely because God is a forgiving God that we are led to love others. But at the same time he is 
also a judgemental God who demands an awareness of our violence towards others and persistently compels us to 
negate the self.

Concluding Remarks

In the above it has become clear that the forgiving God and the judgemental God represent a single state of affairs as 
a God who demands that we “stand over against neighbours with agapē.” Not only is the self completely loved with 
agapē, but we are compelled to negate the self in the same way as agapē does. The loving God who establishes our 
self is also a judgemental God who demands that we negate the self and turn towards others.
 In section 1, I discussed the question of freedom and inevitability in the self. I clarified a relationship in which 
freedom is inevitability, such that one conforms with the inevitability of history insofar that one accepts the past as a 
task and moves towards resolving it, but simultaneously acquires the freedom to be able to negate the past. In section 
2, I discussed how God’s self-negation lies at the root of this negation. Lastly, in section 3 I discussed how God’s 
self-negation thrusts upon us the demand that we stand over against our neighbours with agapē. We are required to 
negate the past mode of being that regarded others as outsiders and meet with others through self-negation.
 God is both a God who embraces and forgives us even as we flee from him, and also a God who, being a God of 
agapē, persistently demands self-negation of us.

Bibliography
Akizuki Ryōmin 秋月龍珉. 1996. Zettai mu to basho—Suzuki zengaku to Nishida tetsugaku 絶対無と場所──鈴木禅学と西田

哲学 [Absolute nothingness and topos: Suzuki’s Zen and Nishida’s philosophy]. Tokyo: Seidosha 青土社.
Asami Hiroshi 浅見洋. 2000. Nishida Kitarō to Kirisutokyō no taiwa 西田幾多郎とキリスト教の対話 [Dialogue between 

Nishida Kitarō and Christianity]. Tokyo: Chōbunsha 朝文社..
　　　.. 2009. Nishida Kitarō—seimei to shūkyō ni fukamariyuku shisaku 西田幾多郎──生命と宗教に深まりゆく思索 

[Nishida Kitarō: Deepening contemplation on life and religion]. Yokohama: Shunpūsha 春風社.
Hase Shōtō 長谷正當. 1996. “Nishida tetsugaku to Jōdokyō” 西田哲学と浄土教 [Nishida philosophy and the Pure Land 

teachings]. In Ōmine Akira 大峯顯, ed., Nishida tetsugaku o manabu hito no tame ni 西田哲学を学ぶ人のために [For 
students of Nishida philosophy]. Tokyo: Sekai Shisōsha 世界思想社..

Itabashi Yūjin 板橋勇仁. 2008. Rekishiteki genjitsu to Nishida tetsugaku 歴史的現実と西田哲学 [Historical reality and Nishida 
philosophy]. Tokyo: Hōsei Daigaku Shuppankyoku 法政大学出版局..

Kawamura Nagako 川村永子. 1988. Kirisutokyō to Nishida tetsugaku キリスト教と西田哲学 [Christianity and Nishida 
philosophy]. Tokyo: Shinkyō Shuppansha 新教出版社..

Kosaka Kunitsugu 小坂国継. 1994. Nishida tetsugaku to shūkyō 西田哲学と宗教 [Nishida philosophy and religion]. Daitō 



292 A Forgiving God and a Judgemental God: The Question of Religion in the Later Nishida

meichosen 大東名著選 20. Tokyo: Daitō Shuppansha 大東出版社.
　　　. 1995. Nishida Kitarō: sono shisō to gendai 西田幾多郎　その思想と現代 [Nishida Kitarō: His thought and the present 

age]. Kyoto: Mineruva Shobō ミネルヴァ書房..
Maeda Tamotsu 前田保. 2006. “Nishida Kitarō to Takizawa Katsumi” 西田幾多郎と滝澤克己 [Nishida Kitarō and Takizawa 

Katsumi]. Tetsugaku Ronshū 哲学論集 35.
Matsumaru Hisao 松丸壽雄. 2005. “Nishida to sūgaku” 西田と数学 [Nishida and mathematics]. Nishida Tetsugakkai Nenpō 西

田哲学会年報 2.
　　　. 2013. Chokusetsuchi no tankyū—Nishida, Nishitani, Haideggā, Daisetsu 直接知の探求──西田・西谷・ハイデッ

ガー・大拙 [An inquiry into direct knowledge: Nishida, Nishitani, Heidegger, and Daisetsu]. Yokohama: Shunpūsha 春風
社.

Mutai Risaku 務台理作. 1996 (1944). Basho no ronrigaku 場所の論理学 [The logic of topos]. Kobushi bunko こぶし文庫 14. 
Tokyo: こぶし書房 Kobushi Shobō.

　　　. 2001. Nishida tetsugaku ron 西田哲学論 [On Nishida’s philosophy]. Vol. 5 of Mutai Risaku chosakushū 務台理作著作
集 [Collected works of Mutai Risaku]. Tokyo: Kobushi Shobō.

Okada Katsuaki 岡田勝明. 2001. “‘Eizō’ to shite no ‘jikaku’” 「映像」としての「自覚」 [“Self-awareness” as “image”]. 
Nihon no Tetsugaku 日本の哲学 2..

Ōmine Akira 大峯顯. 1994. “Gyakutaiō to myōgō” 逆対応と名号 [Inverse correspondence and Amida’s name]. In Ueda 
Shizuteru 上田閑照, ed., Nishida tetsugaku 西田哲学 [Nishida philosophy]. Tokyo: Sōbunsha 創文社..

Riesenhuber, Klaus (tr. Murai Norio 村井則夫). 2014. Kindai tetsugaku no konpon mondai 近代哲学の根本問題 
[Grundprobleme der modernen Philosophie]. Chūsei Shisō Kenkyūjo chūsei kenkyū sōsho 中世思想研究所中世研究叢書. 
Tokyo: Chisen Shokan 知泉書館.

Shirai Masato 白井雅人. 2006. “Rekishiteki sekai ni okeru jikaku—kōki Nishida tetsugaku o megutte” 歴史的世界における自
覚──後期西田哲学を巡って [Self-awareness in the historical world: On the later Nishida’s philosophy]. In Jitsuzon to 
seiji 実存と政治 [Existence and politics]. Jitsuzon shisō ronshū 実存思想論集 21. Tokyo: Risōsha 理想社.

　　　. 2007. “Hiteisei to tōi—kōki Nishida tetsugaku no tenkai ni mukete” 否定性と当為──後期西田哲学の展開に向けて 
[Negation and Sollen: Towards developments in the later Nishida]. Nishida Tetsugakkai Nenpō 西田哲学会年報 4..

　　　. 2008. “Kōki Nishida tetsugaku ni okeru ronri no basho—shintai to jikaku o tebiki ni shite” 後期西田哲学における論理
の場所──身体と自覚を手引きにして [The locus of logic in the later Nishida: With the body and self-awareness as 
leads]. Tetsugaku 哲学 59..

　　　. 2013. “Jikaku no jijitsu to sono tenkai—kōki Nishida tetsugaku ni okeru jikaku no mondai” 自覚の事実とその展開─
─後期西田哲学における自覚の問題 [The fact of self-awareness and its development: The question of self-awareness in 
the later Nishida]. Kokusai Tetsugaku Kenkyū 国際哲学研究 2.

　　　. 2014. “Kami naki jidai no shūkyō—kōki Nishida tetsugaku ni okeru shūkyō no mondai” 神なき時代の宗教──後期西
田哲学における宗教の問題 [Religion in a godless age: The question of religion in the later Nishida]. Kokusai Tetsugaku 
Kenkyū 3.

Sugimoto Kōichi 杉本耕一. 2013. Nishida tetsugaku to rekishiteki sekai: shūkyō no toi e 西田哲学と歴史的世界　宗教の問い
へ [Nishida philosophy and the historical world: To the question of religion]. Kyoto: Kyōto Daigaku Gakujutsu Shuppankai 
京都大学学術出版会.

Taguchi Shigeru 田口茂. 2006. “Nishida Kitarō no jiyū ishi ron” 西田幾多郎の自由意志論 [Nishida Kitarō on free will]. 
Nishida Tetsugakkai Nenpō 西田哲学会年報 3.

Takeda Ryūsei 武田龍精. 1991. Shinran Jōdokyō to Nishida tetsugaku 親鸞浄土教と西田哲学 [Shinran’s Pure Land Buddhism 
and Nishida’s philosophy]. Kyoto: Nagata Bunshōdō 永田文昌堂..

Takemura Makio 竹村牧男. 2002. Nishida Kitarō to Bukkyō 西田幾多郎と仏教 [Nishida Kitarō and Buddhism]. Tokyo: Daitō 
Shuppansha 大東出版社.

Tanaka Yutaka 田中裕. 1993. Gyakusetsu kara jitsuzai e 逆説から実在へ [From paradox to reality]. Kyoto: Kōrosha 行路社..
Ueda Shizuteru 上田閑照. 2002. Shūkyō to wa nani ka 宗教とは何か [What is religion?]. Vol. 11 of Ueda Shizuteru shū 上田閑

照集 [Collected works of Ueda Shizuteru]. Tokyo: Iwanami Shoten 岩波書店..

Notes

i. For discussions on inverse correspondence with a focus on absolute love and compassion from the standpoint of the Jōdo 



293Journal of International Philosophy, No.4 2015

Shin sect, focusing on Amida’s name (myōgō 名号), see Ōmine 1994 and Hase 1996. In addition, Takeda 1991 discusses 
Nishida’s views on religion from the standpoint of the Jōdo Shin sect. In connection with Christianity, see Kawamura 1988 
and Asami 2000.

ii. For example, Takemura Makio writes as follows about Nishida’s “God” in relation to Suzuki Daisetsu 鈴木大拙. Arguing 
that the essence of Daisetsu’s “Japanese spirituality” is “most certainly not the discrimination that saves if good and punishes 
if evil, but an agency that saves unconditionally, regardless of good or evil” (Takemura 2002: 252), he writes that similarly 
Nishida’s “God” “is a God of absolute love, a God of infinite compassion who embraces our disobedient and fleeing self, 
even to the extent of pursuing us anywhere” (ibid.: 253). The aspect of a God of love and compassion is stressed, and the 
question of a judgemental God is not taken up.

iii. Here and below, quotations from Nishida’s works are based on the following edition: Shimomura Toratarō 下村寅太郎 et al., 
eds., Nishida Kitarō zenshū 西田幾多郎全集 (Tokyo: Iwanami Shoten 岩波書店, 1965–66). The location of a quotation is 
indicated by the volume number followed by the page number.

iv. Because this essay deals with the question of religion in Nishida’s later philosophy, there is no space to discuss his religious 
philosophy around the time when he wrote Zen no kenkyū 善の研究 (An Inquiry into the Good). For a critical examination of 
his treatment of religion around the time when he wrote Zen no kenkyū, see Riesenhuber 2014, especially chapter 14, “Junsui 
keiken no shūkyōteki sokumen” 純粋経験の宗教的側面 [Religious aspects of pure experience]. For a discussion of religion 
in Zen no kenkyū in connection with science, see Matsumaru 2013: 16–26. Likewise, for a critical examination of Nishida’s 
treatment of the religious around the time when he was developing his ideas on the world of “place” and wisdom, which 
cannot be considered here, see Tanaka 1993, especially chapter 6, “Shūkyōteki sekai no hihan to basho no ronri” 宗教的世
界の批判と場所の論理 [Criticism of the religious world and the logic of place]. In addition, for a chronological treatment 
of Nishida’s views on religion from his early period until his final years, see Kosaka 1994.

v. Here “reason” refers not to “true reason,” which operates by mediating in Nishida’s absolute negation, but to reason in the 
sense of ordinary understanding. “True reason” is discussed in detail in Shirai 2014. See also Mutai 2001, especially “Nishida 
tetsugaku ni okeru shūkyōteki na mono” 西田哲学における宗教的なもの [The religious in Nishida’s philosophy], for 
treatment of the questions of reason, the individual who is subject to birth and death, and inverse determination in Nishida’s 
philosophy.

vi. For a comprehensive study of Nishida’s views on freedom, see Taguchi 2006. Taguchi points out that there can be found 
already in Nishida’s Jikaku ni okeru chokkan to hansei 自覚に於ける直観と反省 (Intuition and Reflection in Self-
consciousness) passages that recognize in connection with freedom a positive meaning in evil.

vii. On the questions of wilfulness, freedom, and inevitability in Nishida’s philosophy, see Itabashi 2008.
viii. Lack of space prevents me from discussing in detail the relationship between the “self” and the “world” in expression, but I 

have discussed it in detail in Shirai 2006 & 2013. Further, for a discussion of expression with a focus on “reflecting,” see 
Okada 2001.

ix. Lack of space prevents me from going into details here, but for a detailed discussion of the tasks that appear in the historical 
world, see Shirai 2007. On the relationship between tasks and the absolute, see Sugimoto 2013: 204–205.

x. Of course, as is indicated by Nishida when he writes, “To know one’s own nothingness is not to merely judge oneself to be 
nothing” (11: 395–396), to know of one’s own death does not mean merely to possess the knowledge that one will die. As is 
discussed below, it means to accept negation through practice.

xi. As regards the question of death in Nishida’s philosophy, it is almost always considered in the sense of an absolute turnabout 
for the self, as is typified by Matsumaru 2013: 90–91. But as is stated by Asami Hiroshi (2009: 282), Nishida’s treatment of 
death should be understood as taking into its purview one’s own actual death.

xii. Representative of the various studies of “inverse correspondence” are Kosaka 1994 & 1995, Ueda 2002, and Takemura 2002. 
Mention may also be made of Mutai Risaku as one of the first people to have taken note of Nishida’s term “inverse 
correspondence” (see Mutai 2001, especially “Gyakugentei no kanō ni tsuite” 逆限定の可能について [On the possibilities 
of inverse determination], first published in 1948). As well, mention may be made of Akizuki Ryōmin, who supports Mutai’s 
focus on inverse correspondence in the form of inverse determination and emphasizes that the quintessence of Nishida’s 
philosophy appears in inverse correspondence (Akizuki 1996, especially part 1, chapter 4, “Nishida tetsugaku no kihon 
shisō” 西田哲学の基本思想 [The fundamental ideas of Nishida philosophy], first published in 1957).

xiii. On Nishida’s mathematical theories in his final years, see Matsumaru 2005. It has also been pointed out that Nishida received 
the hint for “inverse correspondence” from Mutai’s term “place-correspondence” (bashoteki taiō 場所的対応; Mutai 1996 
[1944]) (see Kosaka 1994).
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xiv. The term “inverse correspondence” initially expressed the relationship between one individual entity and another, and it first 
appears in the article “The Philosophical Foundations of Mathematics” (“Sūgaku no tetsugakuteki kisozuke” 数学の哲学的
基礎附け), which was written before “The Logic of Place and the Religious Worldview.” In this article Nishida writes as 
follows:

  But in the form that determines itself in a contradictorily self-identical manner, two individual entities must at root 
mutually possess to the very end the significance of inverse determination, must possess the significance of mutual negation. 
The form must be in one respect self-negatory. Further, the form that determines itself self-affirmatively as the negation of 
negation first corresponds one-to-one to itself. A form that determines itself can, so to speak, be posited where the two 
individual entities form an inverse correspondence. (11: 243)

  Here “inverse correspondence” is used in connection with the relationship between two individual entities. Also used 
here is the term “one-to-one correspondence,” which forms a counterpart to “inverse correspondence.” Elsewhere in “The 
Philosophical Foundations of Mathematics” Nishida writes that “it must be supposed that the singular many on the 
determined surface forms an inverse correspondence of plus and minus” (11: 244) and “a world of power can be posited from 
the inverse correspondence between two individual entities” (11: 244). Here too “inverse correspondence” is used in 
reference to the relationship between two individual entities mediated by negation. (The words “inverse-correspondence–
like” [gyakutaiōteki 逆対応的] and “inverse-correspondence–ness” [gyakutaiōsei 逆対応性] are also used with respect to 
the negative relationship between two individual entities [11: 248–249].) But in “The Logic of Place and the Religious 
Worldview,” written after “The Philosophical Foundations of Mathematics,” this term comes to be used primarily to indicate 
the relationship between the absolute and the relative. Because the term “inverse correspondence” first appeared in the 
context of mathematical set theory, in “The Philosophical Foundations of Mathematics” it was still being used as a 
counterpart to “one-to-one correspondence” to indicate the correspondence between two individual entities, but as its 
religious dimensions deepened, it evolved into a term expressing the relationship between the absolute and the relative, a 
relationship in which it could never form a counterpart to “one-to-one correspondence.” On the origins of the term “inverse 
correspondence,” see also Matsumaru 2005. “Inverse correspondence” is also used to express the relationship of the absolute 
to itself, but since the relationship between the absolute and the relative also implies that the absolute relates to itself through 
negation, it represents a single state of affairs. On this point see Takemura 2002, especially part 2, chapter 3, “Gyakutaiō no 
shūkyō tetsugaku” 逆対応の宗教哲学 [The religious philosophy of inverse correspondence]. For a concise summary of 
these various relationships involved in inverse correspondence, see Kosaka 1994.

xv. It has been suggested (e.g., Maeda 2006) that Nishida’s term “inverse correspondence” contains elements of a response to 
Takizawa Katsumi’s 滝澤克己 Nishida tetsugaku no konpon mondai 西田哲学の根本問題 [Fundamental questions in 
Nishida’s philosophy] (1936). The term itself appears in Nishida’s final article “The Logic of Place and the Religious 
Worldview” (1945) and the slightly earlier “Philosophical Foundations of Mathematics” (1945), but this motif of “from God 
to man, not from man to God” had already been discussed in connection with agapē in Mu no jikakuteki gentei 無の自覚的
限定 (The Self-conscious Determination of Nothingness [1931]). Further, in “Benshōhōteki ippansha to shite no sekai” 弁証
法的一般者としての世界 [The world as dialectical universal] (1934) he wrote: “There is no road from us to the absolute. 
God is an absolutely hidden God. No matter how far we go in the direction of seeing things through action, we do not come 
in contact with God.” (7: 427) Further, in “Zettai mujunteki jiko dōitsu” 絶対矛盾的自己同一 [Absolutely contradictory 
self-identity] (1939) he wrote: “And the fact that we thus come in contact with self-contradiction at the root of ourselves is 
not due to ourselves but must be the call of the absolute” (9: 216). Likewise, in “Zushikiteki setsumei” 図式的説明 [A 
schematic explanation] (1939), included in vol. 3 of Tetsugaku ronbunshū 哲学論文集 [Collected essays on philosophy], we 
find the statement that “there is no road from human beings to God” (9: 334). Although it is an issue that ties in with 
Takizawa’s “irreversible” (fukagyaku 不可逆), in view of the fact that such statements are found already in Nishida’s 
“Benshōhōteki ippansha to shite no sekai,” which predates Takizawa’s Nishida tetsugaku no konpon mondai, and continue to 
appear thereafter, Nishida’s interest in the motif of “from God to man, not from man to God” may be considered to have 
arisen not through Takizawa, but through his confrontation with dialectical theology. For details on the background to the 
origins of the term “inverse correspondence,” see Kosaka 1994.

xvi. Lack of space prevents me from going into details here, but for a detailed discussion of Sollen as God’s logos, see Shirai 
2008.
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Reconsidering euthanasia: For a right to be euthanized 
and for recognizing alternative end of life methods

Andrew ObeRg

Abstract: The taking of one’s own life remains a morally divisive issue, most notably in Western and Western-
influenced cultures, affecting views related to euthanasia programs and causing many to reject such programs out of 
hand despite the enormous amount of suffering that they could help to alleviate. The following focuses on voluntary 
euthanasia and argues that common conceptions of the issue are in need of a clearer analysis, suggesting that 
voluntary euthanasia should rather be considered suicide by other means, and that when historical perspectives and 
our shifting contemporary attitudes are considered the modern prejudice against these practices can be seen to be 
poorly grounded. A legal right to euthanasia would help to establish its moral acceptance, and this as well as a greater 
understanding of the conditions under which suicide can be rationally considered a potential choice are also argued 
for.

Keywords: euthanasia; historical trends; right to die; seppuku; suicide; voluntary euthanasia

I. A death hastened
A family member of mine killed himself in a way that managed to be both deliberate and unassertive. When the time 
came where he wanted to die — I remember having the impression that he no longer felt like he had a reason to live 
— he simply stopped eating. Eventually he collapsed, went into a coma, and drifted away. It was clear that he desired 
an earlier death than he would have had otherwise but, having been raised in the time and place that he was, taking 
his own life in a more active manner probably wasn’t a real option for him. To choose death can be a terrible burden 
to carry, and to those who make it rationally — as is (or should always be) the case in voluntary euthanasia, to be 
argued below — mental and physical preparations will be needed for both the person involved and the affected 
others in their life, as well as attention paid to any preferences for the manner in which it comes. The circumstances 
in which such decisions occur, or are at least considered, will vary widely, and there needn’t necessarily be any 
shame in taking one’s own life or in allowing it to be taken. In the following a reconsideration of contemporary 
views on euthanasia and suicide will be argued for, beginning with the case for voluntary euthanasia to be thought of 
as suicide by other means. Actively ending one’s life has historically been accepted by human societies,1 and the 
prejudice that developed against it in Western cultures has also been disappearing, a trend that will play a part in our 
consideration of whether or not euthanasia should be a legal right. Finally, an examination of the weaknesses of 
objections to voluntary euthanasia will show that a right to it seems an entirely reasonable one to grant, and perhaps 
deeper levels of understanding and empathy are in order for those who would rationally choose suicide and those to 
whom they are close.

Articles
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II. Voluntary euthanasia is suicide by other means
I should state at the outset that I believe life to be a very positive phenomenon, and it would grieve me if this piece 
were to be misunderstood as a celebration of death. Nevertheless, we are frail biological creatures, subject to varying 
degrees of decay and universally bound for the grave. It is in the hope that our modern human lives, with all of their 
accoutrements medical and otherwise, can be lived a bit better that I wish for us to consider our ends. Now to the 
main, beginning with a definitional framework: the question of a right to be euthanized concerns itself only with 
voluntary euthanasia, with the power to choose rather than to have a choice thrust upon you because you are unable 
to choose, unwilling to choose, or would choose otherwise, and the below will therefore not consider involuntary or 
nonvoluntary euthanasia.2 Let us begin by imagining a common scenario in which the question of administering 
euthanasia would arise: A person is nearing death, experiencing a great deal of pain and discomfort, and wishes for 
her final moment to come sooner rather than later. Were the person capable of it she would willingly take her own 
life (the option which would be the preferred one, as will be discussed below), but lacking full motor control she is 
unable to do so and requires assistance. She has set her things in order and is ready for the end; she only needs 
someone to increase the levels of morphine that she is receiving via an intravenous drip such that the dosage becomes 
fatal. There is no difference in principle between doing this for her and placing the device within reach so that she 
can do it herself; although the first would be categorized as euthanasia and the second as assisted suicide, the 
intention and outcome are the same in both cases.3 While it is true that you would want to make sure her decision 
was a stable and well thought out choice before offering your help, such actions as those described or similar 
behaviors are justified where a person would commit suicide if they were physically able.4 The same naturally 
follows for acts like stopping life support machines or other measures, what is important in all of these cases is that 
you are simply carrying out the wishes of the person for the person, however emotionally difficult such may be. It is 
interesting to note that in other areas as well intent in actions has taken on a stronger legal role than simply the 
effects of those actions; in a discussion on Good Samaritan laws and the duty to rescue Ridolfi points out that US law 
has shifted from a distinction of harm resultant from an act to whether the actor was ethically blameworthy or not,5 
the difference lying, of course, in the actor’s intentions. Although euthanasia generally6 has a broader meaning than 
assisted suicide — involving killing in order to spare further suffering or distress, not necessarily killing that is asked 
for7 — cases of purely voluntary euthanasia, our focus here, only concern a person who wants to die, who is actively 
seeking death, but for whatever reason(s) cannot bring it about on their own. Thus such can be thought to have the 
same considerations that suicide does in addition to that of a third party’s desire to spare another further suffering 
and/or distress.

Many legal codes now place a ‘right to life’ as a core constituent of the basic rights extended to every citizen and 
noncitizen resident (also included in the UN’s Universal Declaration of Human Rights8), and it has been asserted that 
although one has a right to harm oneself, no one has a right to harm others even if so requested.9 If this assertion is 
followed literally, an act as simple as turning off a machine can be considered a violation of rights, an act done with 
the intention to harm, never mind that such harm is desired. Feinberg however argues that the right to life can be 
viewed as a discretionary one, kept or waived by choice,10 a point supported by Singer who states that ‘it is an 
essential feature of a right that one can waive one’s rights if one so chooses’.11 A right that impacts others is stickier 
ground though, and on an intuitive level there does seem to be a distinction between actions that one does that affect 
another and actions that one does that affect only oneself; a difference that is perhaps reflected in the fact that there 
are no legal sanctions on suicide,12 while there are for euthanasia. Someone’s obvious anguish and wish to die may 
be tragic but for us to act on that would still be considered an action done by us, and if it resulted in a person’s death 
then legally we would be facing murder charges. There is though a strong disconnect between black and white law 
and public sentiment in this regard. In a study designed to probe public attitudes towards euthanasia versus adherence 
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to the law, Finkel et al. surveyed 170 subjects who acted as mock jurors in four cases where a man killed his 
terminally ill wife in a way that seemed to satisfy all of the conditions for first-degree murder (deliberate, 
premeditated, and with malice (as legally defined)). Nevertheless, 25% of the jurors returned not guilty verdicts, and 
39% guilty of lesser charges.13 Despite the jurors being instructed to leave aside their personal feelings and follow 
the letter of the law, a full 64% failed to find the defendant guilty of first-degree murder, and of those who returned 
not guilty verdicts, two clusters of reasons for doing so of especial interest to our purposes here emerged: that the 
terminal cases described were hopeless and therefore there was no ‘life’ to take, and that when death was desired and 
communicated the defendant was not seen as an actor but as an extension of the patient, doing for her what she 
couldn’t.14 This last reason particularly highlights the common sense aspect of viewing voluntary euthanasia as a 
form of suicide, and although no legal right to assistance currently stands, perhaps one should, and perhaps a legal 
right to euthanasia itself is the first step in this direction as the law does affect people’s attitudes and in ethnically and 
religiously diverse societies moral common ground is found in the law.15

III. Historical trends, changing mores, and the case for a right to be euthanized
Since the adoption of Christianity as the Roman Empire’s state religion and its subsequent spread throughout Europe 
and then, via colonialism, the Americas and elsewhere, many people, Christian or not, living in or under the influence 
of Western culture have traditionally viewed suicide as a grave moral wrong, a sin against God, and a cowardly 
escape.16 This was not always the case, even in the West, and cultures today without a strong Christian influence have 
largely retained the markedly different views on the taking of one’s own life that they historically held. During its 
feudal era Japan’s military aristocracy class had a centuries long obsession with death, especially via seppuku suicide 
(stomach cutting), that entailed the development of a highly ritualized ceremony that included refreshments for 
witnesses, assistants to the suicide, varying techniques for the location and angles of cuts made to one’s stomach, and 
death poems composed and recited prior to the act itself.17 This form of suicide became so popular among the elite 
and had such far-reaching consequences (particularly in cases where a lord’s retinue would kill themselves en masse 
following his death to display their devotion to him) that the Tokugawa shogunate had to take drastic steps to stop it, 
eventually declaring that the sons of those who killed themselves would also be forced to kill themselves and that the 
family of the suicide would be stripped of its land and status.18 Nevertheless, suicide itself is still widely accepted in 
Japan today and annual deaths from it remain high.19 Suicide as a form of protest has also famously been employed 
by Buddhist monks in Asia, not only against the Second Indochina War (or the Vietnam War) but also more recently 
in objection to China’s ongoing repression of independent Tibetan rule and culture.20 The pre-Christian West too 
accepted taking one’s own life as a dignified and honorable way to die, and death by this method was even favored 
and promoted by some religio-philosophical groups such as the Stoics.21 Given the widespread and long history that 
we have with this practice, not only in the Eastern world but also the Western, suicide does appear to be a part of the 
human condition, even if it is often an extreme one and the practice of it potentially prone to abuse and/or 
complicating factors.

The Christianized West, however, radically departed from its prior stance on suicide, and by extent voluntary 
euthanasia — in keeping with the above argument that both can be broadly linked as the taking of one’s own life — 
yet in our times there are many indications that these later socio-religiously bound views are now undergoing gradual 
change.22 As far back as 1973 a Gallup-NORC poll conducted in the US found that over a thirty year period there had 
been a growing acceptance for voluntary euthanasia among all groups, but especially among Catholic and younger 
respondents.23 Another survey from 1993 comparing the demographics of a California pro-euthanasia group (the 
Hemlock Society) and a pro-life group (the California Pro-Life Council) yielded the interesting result that 12% of the 
pro-life group approved of voluntary euthanasia and almost half of that subgroup were also opposed to machines 
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keeping people alive.24 This is a result that one certainly wouldn’t expect from members of a group that campaigns to 
end abortion rights and keep all forms of euthanasia illegal. Broader public support for voluntary euthanasia does not 
appear to be mirrored in doctors’ attitudes, however, as research into the views of oncologists on euthanasia and 
physician-assisted suicide shows. When presented with the case of a terminally ill patient (prostate cancer) in 
constant pain, just 22.5% of doctors supported physician-assisted suicide and only 6.5% euthanasia.25 These results 
were significantly lower than a previous study (from 1994, the more recent data were collected in 1998) in which 
45.5% supported physician-assisted suicide and 22.7% supported euthanasia; end-of-life and palliative care were 
seen as being far preferred ways of handling terminal cases.26 The doctors’ views notwithstanding, 62.9% had 
received requests for euthanasia or physician-assisted suicide from their patients,27 and additionally creative ways of 
shifting the law to allow euthanasia/assisted suicide continue to be pursued in the courts.28

Given this preference for end-of-life and palliative care that doctors seem to have in conjunction with a reluctance to 
perform euthanasia — and surely the act’s current illegality in most countries and most US states plays a large role in 
this — that stands in contrast to the widespread and growing public acceptance of voluntary euthanasia demonstrated 
above, a legal right to insist on being euthanized seems appropriate. Were such a right enacted pure suicide (as 
opposed to assisted) would still remain preferable, however, as asking another to help would of course place a burden 
on them and there can be no guarantee that a willing party would always be available, yet it would also ensure that 
cases such as Marie Fleming’s (suffering from multiple sclerosis and whose partner is willing to give her the 
assistance she needs to end her life but who would face time in prison for doing so under current laws)29 would not 
need to occur. Such a right would additionally yield equal access to euthanasia even in the absence of a willing 
assistant, and although it is conceivable that some doctors or officials could be forced into performing euthanasia 
against their will if a right to it were granted, this must be weighed against the desires of patients that are seeking 
death but are unable to achieve it on their own. The right to die has been compared to having the right to duel, that ‘to 
offer the option of dying may be to give people new reasons for dying’,30 yet such worries seem rather flippant when 
a person has seriously considered their situation and decided that they want to end their own life. In societies where 
individual rights are a foundational basis of the law not allowing someone to die when they desire it but are unable to 
bring it about must be seen as discriminatory, particularly given the current legality of suicide. Moreover, by focusing 
only on the deleterious side of choosing to take one’s own life we are denying it as an option to those who would 
embrace its more positive and empowering aspects. This especially holds for the terminally ill who may wish to die 
with grace and not from a protracted deterioration, sparing not only themselves but also their family members and 
friends much suffering. Yet it also applies to those who would maintain their autonomy and make their final farewell 
at the time and place of their own choosing; we may not agree with their reasons and may wish to counsel them 
against it, but respect for individual self-determination holds that in cases where the decision has been taken 
rationally we allow them to do so.31 If the choice is one that has been well considered and discussed with others, 
remains stable over time, and if the person has set their affairs in order, we seem reasonably bound to respect their 
determination however we may personally feel about it.

IV. Some further objections in brief
There have been other objections to allowing people the option of voluntary euthanasia, and given the implications 
of the broader tolerance argued for here there will no doubt be those who find the above errant as well. Let us 
therefore conclude our considerations with a brief look at some of the counterarguments that have not been covered 
already. Wolf argues from a legal standpoint that the current laws prohibiting euthanasia have been of great benefit in 
four primary ways: 1) in shaping the end-of-life treatment that is given to patients by keeping the law uninvolved 
(through the nonregulation of euthanasia) and hence also tolerating informal processes that demonstrate trust in 
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physicians, 2) by allowing courts a right to refuse life-sustaining treatment, 3) by forcing the attentive care of patients 
till the very end, and 4) by making the bedside a safer place in which to discuss options.32 Were voluntary euthanasia 
allowed and even regulated physicians might feel that the oversight they are under had increased, yet just how 
burdensome this would be to physicians given all of the other procedures they are already required to follow is 
unclear, as is whether or not they would feel less trusted. Moreover, an ability to perform voluntary euthanasia is 
primarily aimed at the patients’ welfare, not the doctor’s, and as Emanuel et al. note a vast number of patients are 
making requests for it.33 Regarding her second advantage of euthanasia’s illegality, Wolf writes that allowing courts a 
right to refuse treatment actually broadens the category of those who may benefit beyond what some advocates of 
voluntary euthanasia promote (by including the nonterminal, incompetent, and unconscious); were voluntary 
euthanasia legalized this right could certainly still, and definitely should, be granted to the courts; this objection is 
really more of an aside. Judging from her third and fourth points, Wolf seems to consider that if euthanasia were an 
option doctors and nurses might use it as an easy fix, a way to clear up beds and process dying patients out the door 
more efficiently. While the possibility always remains that some may think this way, if we really believed that our 
hospitals were staffed by people like that then we would certainly frequent them much less often (and with much 
more trepidation) than we currently do. Moreover, it’s hard to see how either of these would apply to voluntary 
euthanasia, where the patient herself always has the ultimate say if and when she dies. Similarly, Glover and 
Velleman note that family or friends who have come to see someone as a burden may pressure them to decide to end 
their lives,34 and while this cannot be entirely ruled out either family and friends may pressure us to do all sorts of 
things that don’t necessarily have our best interests in mind yet the final choice always remains ours. Velleman 
disagrees on just this point though, arguing that doctors should have the option to perform euthanasia if requested but 
that it should be the physician and not the patient to make the final call lest some be accused of surviving ‘by default’ 
— by not choosing to die when they could have.35 This objection appears to be grounded in a highly (overly?) 
sensitive concern with what others may think of one should one find oneself in a position where voluntary euthanasia 
would be considered beneficial and it ignores what has been called the central argument in favor of euthanasia, that 
‘respect for persons demands respect for their autonomous choices’, given that those choices don’t harm others.36 
Feinberg raises an important caveat here that in some cases self-killing may in fact be harmful to others — to those 
who rely on the person taking their own life37 — but as mentioned above a more tolerant attitude towards suicide 
generally that recognized it as a rational possibility given that, among other considerations, one put one’s house in 
order first would encourage people who were considering it to take stock of the further implications while they were 
making their decision. Finally, much has been made of the so-called slippery slope that allowing euthanasia would 
allegedly take us down; Campbell and Collinson consider it clear that an acceptance of assisted suicide and voluntary 
euthanasia, although done in a spirit of personal autonomy and self determination, might also ‘allow a government to 
advocate, facilitate and impose’ involuntary euthanasia, that such ‘could become the norm’.38 However, a legalized 
and regulated system of voluntary euthanasia, such as one along the lines that the Dutch have created,39 would be 
unlikely to lead to unchecked killing, as Singer has pointed out,40 and at any rate were a government intent on killing 
some persons or a section of its populace it certainly wouldn’t need to legalize euthanasia first in order to do so.41

V. A better way to live with death
We have a tendency to deceive ourselves when it comes to the matter of death, we prefer not to think about it at all 
and when forced to still cannot bring ourselves to accept that it will happen to us, and all too soon for most. For 
others, though, life’s final term will be a series of torments or a single, continuing, intolerable condition from which 
the desire for cessation will be all-consuming. Alternatively, this situation could be foreseen and preemptive action 
sought. Despite the mental and physical strains such circumstances would bring to a person a rational decision to end 
one’s life could still be made even in the midst of them. Citing a number of studies by suicidologists, Luper notes 



302 Reconsidering euthanasia: For a right to be euthanized and for recognizing alternative end of life methods

that a far stronger link has been shown to exist between suicide and feelings of hopelessness and/or desperation42 
than between suicide and mental impairment. He concludes that ‘the data do not support the idea that suicide cannot 
be chosen rationally or that it is never chosen rationally, or even that it is rarely chosen rationally.’43 Moreover, in a 
discussion of citizenship theory, Kymlicka and Norman write that ‘the promotion of responsible citizenship is an 
urgent aim of public policy’, that public-spiritedness and a concern for others are traits that are now required.44 A 
society that established a right to voluntary euthanasia, that did not shun from recognizing suicide for the prudent 
choice that it can be, would produce citizens that are more responsible and attuned with others’ needs through being 
accustomed to the varying ways people approach their own end, thinking about and discussing what they would like 
done in certain eventualities should they face them, and by occasionally being there with someone when they are 
euthanized or even assisting in the process. Being physically present and relating with a person at their time of death 
can provide great comfort and a sense of solid ground to them: they are going away but we are right there with them; 
the comforter in these circumstances benefits too by learning about dying and death,45 the only significant 
commonality aside from birth that is guaranteed to each of us. We have seen that voluntary euthanasia is really 
suicide by other means, that taking one’s own life is increasingly being accepted even where it was long denied, 
making the right to such all the more sensible, and that the objections to euthanasia are not of sufficient weight to 
justify our present policies. Instead of pretending that the inevitable will never happen we would do better to 
recognize our limits, live with a knowledge of our own finitude, and extend whatever aid we are able and willing to 
give to those who have made the difficult choice to end their lives early.
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On Construction of Natural Numbers in Genetic 
Phenomenology (1) 

─A Phenomenological Method for Grounding Naturalism─

MutO Shinji

0. Introduction

In The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological 

Philosophy (Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: hereunder 
abbreviated as Crisis), Edmund Husserl described mathematics and number-based natural sciences (such as physics) 
as a “garb of ideas” [ideenkleid] that cover the “life-world” [lebenswelt] (vgl. HuaVI, S. 51f). When discussing the 
relationship between life [leben] and ideas [idee], Husserl wrote that numbers, for example, exist in themselves [sein 

an sich] (HuaVI, S. 54)1 as ideas before being experienced (vgl. HuaVI, §9- i). However, Husserl believed that since 
numbers are refined through the human act of “measuring,” they have been constituted intersubjectively through 
history2 (vgl. HuaVI, S. 23ff).3 Thus, according to Husserl’s approach, mathematics is something that originated from 
our life-world.

So, if mathematics has its origin in the life-world, then it follows that it is something that is genetically acquired 
from our real life experiences. If this is the case, then it should be possible to explain phenomenologically the 
origin of mathematical consciousness within our minds. The issue here is different from the type of issue above, 
which would involve a discussion on intersubjective constitution relating to the history of mathematical concepts or 
the origin of mathematics as seen from a macroscopic viewpoint. However, inasmuch as the intersubjective 
constitution of numbers themselves and mathematical concepts is mutually tied to the constitution of such objects in 
the individual subject,4 then anyone inquiring into the origin of mathematics will be required to investigate them 
both. In other words, it is also necessary to discuss the meaning of ‘number’ in the individual subject and how it is 
constituted and cognized therein (for example, mathematical objects, numbers themselves, etc.) in terms of 
generative constitutive processes of consciousness (the constitutive operations [Leistung] of time-consciousness 
[retention, protention], association, awakening, pairing, etc.).5 I will therefore focus on the generative constitution of 
number that takes place in passive synthesis, and discuss the underlying essential regularity thereof.

In view of the above, I will proceed as follows: 1) With an understanding that, according to Husserl, the operations of 
time-consciousness function implicatively in the noesis (conscious act) of “counting,” I will focus on the noesis of 
counting and the generation of its corresponding noema (conscious content), and explain the same as being a 
constitutive process based on retention and protention. I will then turn my attention to the issue of the conscious 
constitution of the conceptual object of “number” and proceed as follows: 2) With the understanding that peano 
axioms formulate natural numbers as basic numbers, I will discuss mathematical induction, a method used to prove a 
given statement for all natural numbers (as formulated by the peano axioms), and argue that this can be related to the 
time-consciousness of futural horizon, by which such thinking is made possible. Through these two processes, I will 

Articles



308 On Construction of Natural Numbers in Genetic Phenomenology (1) -A Phenomenological Method for Grounding Natural Numbers-

be able to analyze natural numbers through a generative phenomenology framework and give an account of the 
constitutive process thereof. Finally, this generative phenomenological analysis of mathematics will contribute to the 
argument that naturalism, which uses mathematics as a descriptive method, must be founded in phenomenology, or 
the primordial living-world.

1. A Phenomenological Discussion of the Relationship between “Counting” and “Number”

a) Constitution of Cardinal Numbers – Collective Combination

In Philosophy of Arithmetic [Philosophie der Arithmetik], Husserl conducted a psychological analysis of the concept 
of cardinal numbers [kardinalzahlen, Anzahl], a basic concept in arithmetic; and he sought to ground the formation of 
this concept in psychical processes (vgl. HuaXII, S. 294f.). A distinction can be made between sets of numbers6 
(cardinal numbers), which are used to describe the quantities of things, and ordinal numbers [ordnungszahlen], which 
are used to describe the sequence of things. Husserl believed that ordinal numbers are founded on cardinal numbers, 
writing that “series [reihen] are ordered sets” (HuaXII, S. 11).7 Generally speaking, the reason for supporting the 
view that cardinal numbers are the foundation is that the concept of set is treated as the justifiable object of 
mathematics.8 Therefore, at the time Philosophy of Arithmetic was published, Husserl believed that cardinal numbers 
rather than ordinal numbers are essential in order to grasp the concept of natural numbers.9

What did Husserl actually state in Philosophy of Arithmetic? If I am asked about the number of apples on a table, for 
example, I would have to answer how many [wievel] apples there are. I would, on this occasion, be counting each 
apple (1 apple, 2 apples, 3 apples, and so on). By counting in this way, I would combine to get the aggregate 
[Inbegriff] “number” (total number) of apples. This aggregate is the set or “collection” [kollektion] of the individual 
objects counted (vgl. HuaXII, Kap. I). Husserl used the term “collective combination” [kollektive verbindung] to 
denote the psychical act of combining to get the aggregate of such objects (HuaXII, S. 20).10 It is through this 
psychical act of collective combination that sets are formed. Furthermore, when abstracting the elements in such 
collections, representations of multiplicity [vielheit]—i.e. purely how many things are there—are established as 
“intentional objects” (HuaXII, S. 45), and when the determinate number is established by means of reflection, it 
becomes the general concept of cardinal number (vgl. HuaXII, S. 45).11 Thus, Husserl locates the origin of number in 
a psychical operation (vgl. HuaXII, S. 71- 76).

However, one thing that requires further analysis is the constitutive process that takes place in the noesis of 
“counting.” As seen above, Husserl set out in Philosophy of Arithmetic the view that the concept of number is 
constituted by counting up the “quantity” of given objects by means of collective combination, abstraction, and then 
reflective objectification. However, what deserves attention here is the following statement that Husserl wrote when 
discussing the collective combination: “The temporal coexistence is indispensable for the representation of their 
plurality” (HuaXII, S. 24). What did Husserl mean by temporal coexistence?

b) Operations of Internal time-consciousness that Function Implicitly in the Constitutive Acts of Numbers

In Philosophy of Arithmetic, Husserl developed the following discussion on the temporal coexistence of contents. 
First, with regard to how individual objects are finally counted up as aggregates and represented as higher-order 
objects, Husserl denied that when focusing on the final object, one starts again from the first object and then 
assembles [zusammensetzen] the represented contents as the aggregate (vgl. HuaXII, S. 24). Second, taking as an 
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example the representation of melody, which comprises individual tones arranged in a temporal sequence, Husserl 
argued that just as the representation of melody requires that the contents (tones) thereof be simultaneously “present-
at-hand” [vorhandensein], the representation of totalities—i.e. multiplicities of objects—likewise demands that the 
contents thereof be represented simultaneously (ebd.) Third, Husserl had the following to say regarding the 
successive generation of given parts in a temporal sequence and the totalities of these assembled elements: “any 
collection presuppose an act of combining, each number counting…It is temporal succession and nothing else that 
characterize the multiplicity as multiplicity” (HuaXII, S. 25). In other words, according to what Husserl wrote, if we 
think in terms of the psychical act of counting and the constitution of the counted objects, then the acts of counting 
and collective combination forming the counted objects can indeed be considered a temporal constitution.

It is, of course, not the case that Husserl was conducting a phenomenological analysis of the constitution of time-
consciousness when he wrote Philosophy of Arithmetic, but similar type of notes and arguments can be found in a 
text1212 that Husserl wrote on time-consciousness around this time (vgl. HuaX, Nr. 1). Furthermore, Husserl argued 
that when one counts up sequential contents and is conscious of this total as a higher-order representation, at the end 
point of this sequence there is no need to recount every datum and repeat the process starting from the first datum, 
and he also argued that at the end point one must retain the succession of contents up to that point in time. These two 
arguments resemble the crux of the criticism Husserl levied against Meinong during the course of lectures on time he 
delivered in Göttingen University in 1905 (vgl. HuaX, Nr. 29).13 Therefore, it can be argued that Husserl, while 
himself unaware that he had done so, had already set out in his notes about the constitution of consciousness the 
seedlings of an idea that would develop into his theory of a constitutive operation of time-consciousness, namely 
retention.

As we have seen above, Husserl believed that the counting up of given objects (collective combination), which forms 
the premise for the act of counting, involves temporal constitution. This temporal constitution is founded on nothing 
other than implicit [implizit]14 time-consciousness. For example, Husserl believed that such implicit constitution of 
inner time-consciousness develops as the foundation to active, higher order noesis, and in Experience and Judgment: 

Investigations in a Genealogy of Logic (Erfahrung und Urteil. Untersuchung zur Genealogie der Logik: hereunder 
abbreviated as EU.), a collection of the manuscripts Husserl composed during his last years, he wrote the following: 
“Every act of the ego, for example every act of simple apprehension of an object, appears in the temporal field as a 

temporally self-constituting datum” (EU. S. 122). In other words, the frounding of such acts in time-consciousness 
does not only apply to the relationship between the act of counting and collective combination. Lohmar, being 
interested in the issue of the origin of number, returned to the place where the act of counting originates. Citing the 
above statement from Experience and Judgment, he argued that “[the grounding of judgment in pre-predicative 
experiences] implies that judgment originates in the primordial ground of the givenness of experience, which is 
the givenness of individual objects and (therefore) all higher-order acts”15 (emphasis is mine). Lohmar then 
developed his argument as follows: “sets are pre-constituted in a collectivization [in einem Kollektionsakt], and then 
formed into objects through a regressive [im Rückgriff] grasp. Through the passage of collectivization, we know 
[wissen] that all the units are part of sets, and that all units are still-retaining-in-grasp [noch-im-griff].16 Lohmar thus 
identified the operation of “still-retaining-in-grasp”—which is certainly nothing other than the operation of 
retention—as the temporality in the act of counting.17

Richard Tieszen presented the example of counting a series of strokes (“｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜”), and wrote the 
following: “At a certain stage we construct a unit, at a later stage we construct another unit, and then we look at this 
pair as an object.18 We could then at a still later stage construct another unit, taking the pair previously formed as a 
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term of a new pair, which gives another object. This process could be iterated as often as we like…In continuing the 
construction we are thus simply iterating the process (operation) of constructing a unit, i.e., adding a unit at each 
stage where we think of this as done at successive stages in time.”19 Tieszen represented this process in the following 
diagram:

     ((｜) ｜) ｜)…20

The process Tieszen describes is nothing other than the constitution of time-consciousness. After the first vertical line 
is formed in the consciousness, the consciousness moves on to forming the second line while still retaining this first 
line. The use of nested parentheses in the above diagram helps us understand how the whole structure involved in 
determining number is “isomorphic across the cases”21 and perpetually constituted. In other words, we can 
understand it is constituted by retention (particularly the transverse intentionality of retention).22

Tieszen has the following to say about such a constitution: “This type of retention is a very basic feature of 
consciousness which is involved in the constitution of any kind of object. It should be noted that it is not to be 
confused with an act of remembering. It is not actually an act that is performed but is rather a ‘passive’ feature 
associated with any act that has to do with our immediate awareness of an object.”23 Having read Tieszen’s words 
here, we should turn our attention to the fact that the abovementioned constitution of time is discussed as a process 
that takes place in passive synthesis. In short, we should relate Tieszen’s term “pair” to Husserl’s description of 
“pairing” [paarung]24 in passive synthesis. Pairing is what occurs when two units are constituted as a pair through 
association of similarity (similar object, dissimilar object) and the operation of time-consciousness in relation to 
continuation (present, just-having-been-present). Through being paired—i.e., by being retentively maintained—each 
datum undergoes a reciprocal awakening25 with the datum that follows to form, as it were, a “pre- collection.” In 
other words, before the act of counting is performed, the datums to be counted have been pre-constituted to 
provide the groundwork for the act. Therefore, it is passive synthesis, whereby a time series of phases is constituted 
by means of retention, which is what enables the active objectification of the units—i.e., the noesis of counting.

In this passive constitution, the operation of protention plays an important role. Protention is the impetus for the 
association of similarity during pairing,26 and it provides a basis for the temporal and noematic tendency (intentional 
direction). In other words, the operation of protention affects the ego to actively perform the “counting” of 
multiplicities that have been passively constituted. Having been thus affected, this act of counting entails the 
counting up of passively counted objects (pre- collection objects) one by one in a sequence constituted by time-
consciousness.   

c) the Relationship between Cardinal Numbers and Ordinal Numbers

Based on the above, we can now revisit the relationship between cardinal numbers and ordinal numbers. Tieszen 
writes that “the cardinal conception of number is founded on the ordinal conception … The basic idea is that to be 
conscious of a cardinal number n it is necessary to abstract from the ordering of units in a construction that would be 
constituted by virtue of successively running through the units.”27 Using these words as a springboard, let us clarify 
the various processes such as collective combination, constitution of time-consciousness, and constitution of 
consciousness of the number concept.

1) Passive synthesis of given hyletic data is generated. Given datums are pre-constituted as “noematic entities” 
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(HuaXI, S. 75)28 by virtue of pairing, which takes place through the implicit operations of time-consciousness and 
reciprocal awakening in association. These pre-constituted entities provide the premise for the active operation of 
counting.

2) The pre-constituted “noematic entities” affect the ego. The ego then turns toward these entities and forms a mutual 
relationship with the noesis of “counting.” The act of consciousness is then performed in line with the build-up of 
successive phases as constituted by the implicit operation of time-consciousness (a datum, a subsequent datum, a 
further subsequent datum), particularly its transverse intentionality. The individual processes of the act of counting 
characterizes a given series as a series through the comprehensive unification of time-consciousness by horizontal 
intentionality.

3) At the point in time when protention becomes unfulfilled – i.e., at the final datum – representation of multiplicity 
as a higher-order collective combination is constituted alongside the series, which is formed through horizontal 
intentionality from the accumulation of datums in transverse intentionality (synthesis by pairing). Then, through 
abstraction and reflection, the number concept of simple numbers, or cardinal numbers, is generated.

Thus, based on the above processes, the concept of cardinal number— a concept that is fundamental to and 
prioritized in mathematics, particularly in set theory—can be considered as being formed from an exceptionally high-
order constitution. The concept of ordinal number too is, no doubt, also a higher-order semantic content in its proper 
abstract sense of “nth place.” However, as can be garnered from the fact that Tieszen regarded in particular the series 
of counting-noesis described in step (2) as ordinal numbers, the constitution of an explicit time series of noesis can 
be considered as the constitution of time-consciousness.29 Having said that, when tracing further the constituting 
process of consciousness, if we suppose that the formation of an ordinal-valued time series prompts the establishment 
on the horizontal axis in Husserl’s time diagram, that is to say, the establishment of a series by means of the 
objectification of pre-constituted “pre- collection unities” in phases that are being formed on the vertical axis (as 
Yamaguchi argues), then it is at this level that the foundation of the sets of numbers (cardinal numbers) is found.30 
The constitution at this level, which I have provisionally termed “pre- collection,” requires further discussion.

2. Mathematical Induction and the Horizon of Protention

a) Verifying Natural Numbers by the Peano Axioms

I have used the above phenomenological analysis to confirm the constitution of cardinal and ordinal numbers and 
their spontaneous order relationship. In this section, I will shift the focus to natural numbers, which are fundamental 
to mathematical thinking and mathematical objects. As I mentioned above, the objectification of pre- collective 
combinations at a passive synthesis level play a role in establishing the ordinal numerical concept. This being the 
case, natural numbers can be regarded in much the same way as ordinal numbers inasmuch as the numerical series 
continues as 1, 2, 3, and so on.31 However, how can the continuation of such a numerical series be determined? On 
what basis can we forecast that the series of numbers will continue? In discussing this issue, I will refer to the peano 
axioms, which mathematically verify the ordinal conception of natural numbers. Based on these axioms, I will 
present the problems concerning verification, and attempt to address these problems using a phenomenological 
analysis.

The peano axioms determine the set of all of natural numbers based on the following five postulates.32
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N is a set of natural numbers n
1. 1 is a natural number. 1 ∈ N
2. If any number n is a natural number, then its successor n´ also is a natural number. ∀ n ∈ N [ n´ ∈ N ]
3. A successor of a natural number n´ cannot be 1. ∀ n ∈ N [ n´ ≠ 1 ]
4. Two natural numbers m and n of which the successors are equal are themselves equal. ∀ m ∈ N ∀ n ∈ N [ m´ = 
n´ ⇒ m = n ]
5. Only that which meets the conditions of postulates 1 and 2 is a natural number (regarding P(n) which contains a 
variable of a natural number n, if P(1) is true, and if P(k) is true for P(1) and any natural number k, then when P(k´) 
holds true, P(n) holds true for any natural number n. 

（P（1）∧ ∀ k ∈ N [ P（k）⇒ P（k´）] ）⇒ ∀ n ∈ N [ P（n）]

Going through in order, the first postulate determines that “1 belongs to set N.” The second postulate expresses the 
successor to n. If n=1, then n´ =1´. Accordingly, the successor of 1 is 1´. The successor of 1 is neither 2 nor 1+1 
because the number 2 and addition (+) have not yet been determined at this point (therefore, the successor of 1´ is 
1´´). The third postulate states that a successor number cannot be 1. The importance of this postulate lies in the fact 
that it determines alongside postulate 4 that 1 is the smallest natural number and that there are a succession of ´s, one 
after the other, extending out from 1 at the beginning. With regard to postulate 4, m´ = n´ ⇒ m = n determines the 
mathematical operation of ´ for finding the successive numbers. This rule is necessary for eliminating the possibility 
that, for example, 1´ and 1´´´ are the same. In other words, it determines that you proceed in series (in an ordinal 
way). According to these postulates, if, for example, we have, as part of a set, an element a that cannot be traced from 
1, then we cannot determine “natural numbers beginning from 1” with postulates 1 and 2 alone (there is the 
possibility that natural numbers could begin from an element not found within the axioms). Postulate 3 is therefore 
necessary. In addition, without postulate 4, there would be a possibility that an element a overlaps a number 
somewhere – for example 1´´´ – meaning that there would be at least two numbers of the same value on the series of 
natural numbers. As for postulate 5, it is a theorem that verifies natural numbers inductively based on axioms 1 and 2. 
In other words, regarding P(n) which contains a variable of a natural number n, if P(1) is true as per axiom 1, and if 
P(k´) is true for an arbitrary natural number k as per axiom 2, then the inference that P(1´) is also true holds true and 
is verified. This method of verification is mathematical induction. Through mathematical induction, it is possible to 
determine the whole set of natural numbers even without investigating each one of the natural numbers therein.

b) Phenomenological Analysis of Mathematical Induction

Based on the above, mathematical induction can be used to verify and comprehend an infinite series of natural 
numbers without having to count up directly. By using this method of logical inference, the totality of natural 
numbers, which do not yet exist in the consciousness, can be determined. The question that we must ask about this 
definition of natural numbers is undoubtedly how the noesis of such reasoning is constituted.

I already discussed the functioning of the operations of time-consciousness as part of my analysis of the constitution 
of consciousness of cardinal numbers. The act of counting holds true on the grounds that it is founded on sustaining 
retentions. It is indeed an actual experience, and through the act constitutes numbers, as it were, additively. However, 
the act of counting and the counted contents alone are insufficient to achieve the higher-order mathematical 
objectivity [representivity] of natural numbers. As demonstrated in the Peano axioms above, in order to form the 
concept of a whole set of natural numbers, it is necessary to have an axiom on “successive” numbers (postulate 2). In 
other words, the constitutive operation of consciousness concerning the actual situation of the “successive”—i.e., 
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protention—is exactly what concerns the phenomenological analysis. I will therefore discuss the reasoning that takes 
place in mathematical induction, and the actual situation of the axiom of successive numbers by which such 
reasoning is validated, in relation to the operation of protention.

Protention is an operation of time-consciousness. In Husserl’s words, “every process that constitutes its object 
originally is animated by protentions that emptily constitute what is coming as coming, that catch it and bring it 
toward fulfillment” (HuaX, S. 52). Protentions are closely linked with retentions. They are said to operation as their 
flipside or mirror image. The reason for this is that protention is non-salient (passive) intention that focuses on 
retained contents that are unfulfilled and emptied, and anticipates the fulfillment of this emptiness. The intentionality 
that awaits the fulfillment of this emptiness is indeed protention. Moreover, one important property of protention is 
“unfulfillment” (HuaXXXIII, S. 14). The contents whose fulfillment protention anticipates will not necessarily be 
fulfilled. However, even if they are not fulfilled, the protention will continue to anticipate their fulfillment. In short, 
through its unfulfillment, protention forms a horizon of a certain type of conscious tendency and empty intention; 
that is to say, a futural horizon. Thus, by virtue of the properties of protention, expectational consciousness of the 
future, which includes for example the modes of consciousness of negation, doubt, and possibility, are formed 
explicitly (vgl. HuaXI, Abschn. 1).

I will now attempt to discuss numerical succession and mathematical induction while giving consideration to the 
properties of protention shown above. When thinking of the “successive”, for example, in the constitutive process of 
time-consciousness for counting Tieszen’s series of strokes – “((｜) ｜) ｜)…” – it can be argued that the 
protentional intention corresponds to the “…” part. In Tieszen’s discussion above, he only touched on the constitutive 
process of retention, but he did incorporate the protention process into his account of this time-consciousness 
constitution, even if unwittingly. This constitution does not only apply to objects such as Tieszen’s series of strokes. 
It is much the same in the Peano axioms, with 1 at the beginning, followed by another number, then another number, 
a further number, and so on (1, 1´, 1´´, 1´´´…). The thing that is different is the involvement of the mathematical 
operation of ´. The performance of axiom 2 involves the focusing of protentional intention toward the phase that 
succeeds the retained content of 1, and the active mathematical operation of appending ´ to characterize this phase as 
a “successive” phase. Having been appended with ´, 1´ is further repeated in the flow of the constitution of time-
consciousness, particularly in relation to protention, to form a series of succession through the performance of the 
same mathematical operation. By virtue of the fact that this mathematical operation is founded on the primordial 
operations of retention and protention, the repetition of this operation is rendered possible, and a futural horizon 
unfurls to enable the ego to keep adding further successive numbers.

Husserl discussed protention in Analysis of Passive Synthesis, and he wrote the following: “If any kind of a, a sound 
for instance, is in the steady process of melting down new impressional phases, if it is, in other words, a course of 
continual connection corresponding to certain essential conditions in this original process of becoming, then a futural 
horizon, that is, an expectational horizon is immediately there along with it” (HuaXI, S. 186). The presence of this 
futural horizon prepares the way for a progressive process of operations, which are analogous to the previous process 
becoming and indicate expectation of the continual style of the course, and these operations are performed on the 
actual datums.33 It can therefore be understood that the “…” part in the series of strokes or successive numbers is the 
descriptive representation of the futural horizon.

It is certainly true to say that this constitutive process of consciousness allows the continual addition of successive 
numbers, but in our real-life experience, we could not count up all the elements in an infinite set of natural numbers. 
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The thing that can settle the difference between the anticipation that it is impossible in practice to count up all the 
numbers and the axioms of natural numbers is the regularity of the higher-order reasoning in mathematical induction. 
This regularity is, of course, defined and verified in a logical form, but the foundation of the performance of this 
logical form surely lies in our futural intention.

As we have seen from the above, the forecasting of continuation is established from a futural horizon, which is itself 
formed from protention or the unfulfilled intention thereof. Husserl wrote the following: 

 If we assume that the Circumstances C would be constituted in a unitary manner in a previous situation of 
consciousness of the distant past and then a q had ensued; and if we assume in addition to this that now in the 
currently present new situation of consciousness, the similar Circumstances C´ would have been (implicitly) 
repeated, then in the event that the previous C and their q have been awakened, the occurrence of q´ will now 
also be necessarily motivated as arriving. (…) I expect q´ here because I have experienced q under similar 
circumstances, and this “because-thus” is given in evidence (HuaXI, S. 187f. emphasis is mine).

In short, being pre-constituted in passive synthesis, past experience and future expectation are both evidential and 
necessarily motivated.34 Regarding this “because-thus,” Husserl related the generation of the logical regularity which 
is inductive reasoning to the constitution of time-consciousness (protention) and passive synthesis (association and 
pairing), writing “correlatively [motivation correlated with evidence]: I infer ‘inductively’ in complete evidence the 
present, similar arrival from what has arrived under previous, similar circumstances. Like every inference, this too 
has necessity and yields in essential generalization an evident law of inference” (HuaXI, S. 188). We can therefore 
say that being founded on the experience of protention and futural horizon, the axioms concerning succession of 
natural numbers, the presence of a successive number, and the evidence of such from mathematical induction, ensue 
as “evidence” in higher-order noesis.

Based on what we have learned above, we can state that a series of natural numbers is constituted by a passive 
synthesis between the act of counting numbers and the implicit time-consciousness operation that underlines this act. 
However, it is not the case that I have discussed all the data concerning natural numbers. I did not discuss how 
consciousness of the privileged and predicative numbers 1 and 0 are constituted.35 I would like to further the 
phenomenological analysis of natural numbers, specifically by attempting to locate their primordial generation in the 
relationship between the fulfillment and unfulfillment of kinesthesia in infants, but because of space limitations, I 
cannot embark on such an attempt in this paper. I will leave it for another time.

3. Final Words

I will finally write some words about this paper’s ultimate aim. As I laid out at the beginning, in order to critique 
naturalism at a fundamental level, we must thoroughly examine the descriptive methods that the study of naturalism 
stand upon, namely mathematics and numbers themselves. This being the case, just as Husserl alerted readers to the 
possibility that nature itself is conceptualized by the Galilean mathematicalization of nature, it is necessary to found 
the leading concepts of mathematical natural science espoused by naturalism in the constitution of consciousness, the 
body, and the living-world, and to shed light on their origin. Doing so will lead to a fundamental change in the way 
highly abstract mathematical concepts are advanced and the attitudes of the people who use such concepts.

In reality, anyone who witnessed the tragedy of the nuclear disaster unfold would have become painfully aware of 
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the all too wide gulf between, on the one hand, natural science that made nuclear power possible in the first place and 
technology which also facilitated it, and, on the other hand, the raw reality of our consciousness. There is a need for 
substantial and fundamental reflection upon such pain within politics, law, and economics, but even more so within 
the greater philosophical contemplations. Unless this tragedy is comprehended with philosophical reflection and 
criticism, there will be no hope of finding a resolution and moving forward in the true sense. It is apt to point out that 
Husserl’s philosophical discussion of mathematical natural science which he undertook in Crisis came right on the 
eve of the Second World War. If we pause to consider how the relationship between people and science has provided 
us with blessings and misery in equal measure, we should recognize that it is undoubtedly the role of philosophy to 
radically question the relationship between the two. Understanding the role of philosophy to be such, I will aim to 
continue examining mathematics itself as something that links people and science together.
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Notes

1 Legend: For the quotations from Husserliana (Den Hagg, Kluwer Academic Publishers, 1950–), I have indicated in 
parantheses volume numbers with Roman numerals and page numbers with Arabic numerals. Italic font indicates text that is 
emphasized in the original text, and bold font indicates my emphasis. Supplementary annotations appear in square brackets. 
In addition, I have abbreviated Experience and Judgment [Erfahrung und Urteilas] as EU.

2 There is general consensus on the historical flow of European mathematics—i.e. surveying began in Egypt, geometry was 
established with Euclid’s Elements, and then developed into Descartes’ analytical geometry. Particularly important in this 
historical flow is Descartes’ revolutionary achievement of integrating geometry and algebra (notwithstanding the fact that 
algebra came from Arabia). See Yoshida, Y., Seki, S., Introduction to Mathematics, Chikuma Gakugeibun, 2013.

3 In Crisis, Husserl discussed the historical development of mathematics (vgl. HuaVI, §9), and in his manuscript “Origin of 
Geometry” (an appendix in Crisis), he mentioned that mathematical concepts originate intersubjectively (vgl. HuaVI, S. 
385).

4 In Appendix III of Crisis –“Origin of Geometry,” Husserl has the following to say about the intersubjective construction that 
is the historical development of not only mathematics, but all sciences: “every science is related to an open chain of the 
generations of those who work for and with one another, researchers either known or unknown to one another who are the 
productive subjectivity of the total living science” (HuaVI, S. 367).

5 For this reason, there is a need to examine the discussion of “the constitution of mathematical phenomena,” which was 
carried out in Husserl’s Philosophy of Arithmetic and “Origin of Geometry” (and also in Husserl’s Experience and Judgment, 
which was compiled by Ludwig Landgrebe). There are a number of works that exhaustively analyze these texts, and it is 
these works that should be referred to. They include Lohmar, D., Phänomenologie der Mathematik. Phaenomenologica 114, 
Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1989; Tieszen, R., Mathematical Intuition, Phenomenology and Mathematical 
Knowledge. Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1989, Nuki, S., “Mathematical Intuition: Husserlian Phenomenology 
and Philosophy of Mathematics,” Husserl Studies, No. 2, Grants-in-aid for Scientific Research 2002 (Basic Research B-1), 
Research Report on the Development of New Horizons in International Research on Husserlian Phenomenology based on 
New Data/ New Research, No. 2, 2004, 129 –139, Suzuki, S., Phenomenology of Mathematics, Hosei University Press, 2013. 
Of these, a particularly important work in relation to Husserl’s theory of number is Nuki’s paper, in which he developed a 
discussion on the generation of number from the perspective of passive synthesis.

6 For example, in the case of the following two sets—{1, 2, 3} and {4, 5, 6}—while the elements themselves are not the same, 
the number of items are (mapping relationship. Making an arbitrary set of elements correspond with another set of elements). 
The number of elements in a set of elements is the cardinality, or the cardinal number (see Takeuchi, G,. What are Sets? 
Kodansha, 2001, Chapter 2).

7 See Suzuki (2013) pp. 75–78 and footnote 76 on page 237. It is also worth seeing Morimura, O., “Husserl’s ‘Philosophy of 
Multiplicity’ (1) – The Heretical Genealogy of the ‘Philosophy of Multiplicity’ (4) –,” Collection of Essays on Other Culture 
(13), Bulletin of the Faculty of International Culture Studies, Hosei University, 2012, 183–220 and 198–199. Husserl himself 
wrote that “it is totally inadmissible to begin the systematic treatment of arithmetic with the series of natural numbers” 
(HusaXII, S. 399.)

8 With regard to the continuity of numbers, it is intuitively unproblematic to plot natural numbers, integers, or rational numbers 
along a number line, but there is an issue with irrational numbers (square root of 2, pi, etc.). Therefore, the method followed 
when expressing irrational numbers on a number line is to consider the limit of rational numbers. If the convergence of a 
numerical sequence (Cauchy sequence) is not a rational number, it will be an irrational number, but by being treated as the 
limit point, the irrational number is deemed intuitively continuous—i.e. positioned on a number line. Next, through 
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considering rational numbers and irrational numbers from a set theory approach, they will both be defined as real numbers 
that possess them as subsets. If numbers are dealt with as the cardinality of sets when they are viewed in terms of real 
numbers, they cannot increase infinitely as in potential infinity; instead, it is necessary to determine a beginning and end—as 
in actual infinity (when considering the continuity of a sequence of real numbers, the limit of irrational numbers [0.99999…, 
3.141592…] will exist within the sequence). It is not known whether such irrational numbers do actually continue infinitely, 
and it is not actually possible to verify this. Therefore, it is possible to consider each irrational number as an element among 
the total set of irrational numbers. An understanding can then be gained by performing an abstraction from a comprehensive 
perspective, which is different from the level of intuitive confirmation, and formulating a viewpoint that differs from intuition 
(set theory). Thus, in mathematics, as far as real numbers are considered as cardinality (number of elements), it is possible to 
support set theory and, in turn, cardinal numbers, from a completion (ring theory) perspective.

9 Suzuki writes that Husserl’s outlook here was influenced by his mathematics teacher Karl Weierstrass’ work “Platonism in 
Mathematics.” Suzuki (2013), 1.3, 26–31.

10 Morimura (2012), 201–202.
11 See Nuki (2004), 135; and Morimura (2012), 202. On the concept of multiplicity, Nuki draws attention to the following: 

“Large numbers that deviate from ‘actual’ [eigentlich] number concepts can only be inactual [uneigentlich] or signative-
symbolic.” Furthermore, Morimura points out that when he wrote Philosophy of Arithmetic, Husserl did not clearly 
distinguish representations from concepts. I will not go into detail here; I will instead leave it for a later paper.

12 According to R. Boehme, who compiled the tenth volume of Husserl’s complete works, this text was written in 1893 (vgl. 
HuaX, S. 137, Anm. 1).   

13 The focus of Husserl’s critique of Meinong during his course of lectures concerned Meinong’s preconception that higher-
order objects are limited to the point of the final phase of a temporal sequence, and the idea of the non-temporality of the 
experience of counting up the contents before reaching the final phase (vgl. HuaX, S. 219, 225). Husserl criticized these 
points on the basis that the account of phenomenological experience clearly reveals them to be false and irrational. Of course, 
this criticism of Meinong was made in the apprehension schema developed in Husserl’s Logical Investigations; therefore, 
concerning continuous awakenings and the constitution of the representations thereof, no consideration is given to retention, 
which establishes the continuity of sequentially occurring phases while on the other hand constituting a total temporal unity. 
However, Husserl attempted to solve this problem by setting forth the idea of “fresh memory” (“just-having-been-present”) 
(HuaX, S. 165) and “dual retention” (vgl. HuaX, Nr. 30–33).

14 For Husserl, implicit [implizit] was an important term for denoting the character of non-salient retention, and, as such, it 
indicates the non-salience of internal time-consciousness and the accumulation of retained contents. In relation to this point, 
please refer to page 158 of my own work “Protention and Affection in ‘The Bernau Manuscripts’—Questioning the 
Necessity of Protention in the Constitution of the Stream of Consciousness,” Annual report of Phenomenology, No. 29, the 
Phenomenological Association of Japan (ed.) 2013, 157–166.

15 Vgl. Lohmar (1989), S. 61.
16 Vgl. Lohmar (1989), S. 84.
17 Nuki writes the following: “One focuses on each of the details or characteristics of the objects of perception, and one ‘still-

retains-in-grasp’ [noch-im-griff] the nature of the object as revealed in such a process, thereby gaining an overall view. In the 
case of numbers, this operation is synonymous with ‘counting’ [Zählen],” Nuki, 2004, 135. See also vgl. Lohmar (1989).

18 Cf. Tieszen (1989), Chap. 5, or 6. For example, Tieszen writes that “what is relevant to the awareness of number is not 
anything about the particular objects numbered, but rather the structure of the cognitive processes involved in making 
determinations of number…”(Tieszen, 1989, 97) and “The idea of iteration or succession in time is of course an essential 
feature of the process of intuition according to the phenomenological description of this process” (Tieszen, 1989, 100).

19 Cf. Tieszen (1989), p. 100.
20 Ibid. With regard to this process, Tieszen wrote the following: “At a certain time we construct a unit, and at a later time we 

construct another unit, so that we have a ‘first’ unit, and a ‘second’ unit. Then we look at or regard this pair as an object, as 
two units. After constructing a ‘third’ unit we take the pair previously formed as a term of a new pair, and then look at the 
resulting pair as an object, as three units” cf. Tieszen (1989), p. 106.

21 Cf. Tieszen (1989), p. 97.
22 Transverse intentionality is one aspect of retention. The transverse intentionality of retention continually turns to equal and 

immanent units within the flux of temporal modifications to form continuity and change. Another aspect of retention is 
horizontal intentionality. The horizontal intentionality of retention concerns itself with the unity of this time flux. In other 



318 On Construction of Natural Numbers in Genetic Phenomenology (1) -A Phenomenological Method for Grounding Natural Numbers-

words, it is an intentionality that ceaselessly inherits the totality of retentions previously made in the flux (vgl. HuaX, S. 378- 
381).

23 Cf. Tieszen (1989), p. 102.
24 Pairing means the constitution of binary relationships formed out of (primal) associations and operations of time-

consciousness (retention and protention), and it is the essential regularity in passive synthesis. In other words, the similarity 
and continuity between two datums work together in synthesis, so that the two datums relate to each other and are formed as 
“one pair.” The generation of pairing is a primal form of the passive synthesis (vgl. HuaXIV, Nr. 35). With regard to this 
point, Nuki clearly laid out the following: “‘Pairing’ is ‘passive synthesis’ which operates spontaneously with absolutely no 
regard to the volition of the subject of cognition or action or to its motility. Time-consciousness is the structuring of our 
experiences themselves, and it operates even more passively than this passive synthesis” (Nuki, 2004, 136).

25 Reciprocal awakening is a passive synthesis that indicates the mutual arousal of the present and the past; that is to say the 
mutual arousal of newly given datums and empty representations sunken in the past (frames of meaning; these empty 
representations have reduced intuitiveness, and so the intention is unfulfilled. They are sensed as empty forms). To find out 
more about reciprocal awakening, see Yamaguchi, I., From Existence to Genesis, Chisen Shokan, 2005, 79-83.

26 In Analysis of Passive Synthesis, Husserl analyzes “associative awakenings” (HuaXI, S. 77). During this analysis, he turns 
his attention to the intentional directedness of associations (vgl. HuaXI, S. 76f). This directedness involves “tendency” and 
“[intention toward] fulfillment” (vgl. HuaXI, S. 83), which is surely the very essence of protention.

27 Cf. Tieszen (1989), p. 105.
28 This could also be called pre-noema, that is to say, semantic content pre-constituted in passive synthesis. It does not become 

explicit semantic content until noesis is generated, and so it should be distinguished from full noema by being referred to as 
“[noema]-tic entity” or by placing the word noema in parenthesis.

29 Tieszen writes that “in general, at the nth stage in the construction where we reach the nth unit we shall, in looking at the new 
pair formed at that stage as an object, have n units” cf. Tieszen (1989), p. 106. In relation to this point, Nuki writes the 
following: “The one and only thing that is formed from the construction of time-consciousness in the iterative sensory 
procedures is ordinal number—i.e., what the ordinal position of the number presently being counted is. After the act of 
counting has been conducted once, the ego objectifies the counting operation once again, this time through remembering. As 
a result, the relationship of the cardinal number, which provides a one-dimensional and simultaneous overview of each 
counting stage, becomes clear and the quantity also becomes clear through the objectification of the overall counting 
process” Nuki (2004), 136-137.

30 For more on this point, refer to the account in Yamaguchi, I., Memory of Sense, Chizen Shoten, 214-215, and to diagrams 4 
and 5.

31 In set theory, there are two types of ordinals. The first type of ordinals are deemed to have the function of arranging the 
elements of a finite set in order of natural numbers, and on this basis they are viewed as no different from natural numbers. 
The second type of ordinals are transfinite ordinals, which represent the order in infinite sets, particularly countable infinite 
sets (a set in which one can count off the elements and be able to conceive of the subsequent element), Takeuchi (2001), 76-
93.

32 In [the Japanese translation of] On the Concept of Numbers [Sul Concetto di Numero], the axioms are represented as follows: 
「１．《イチはある数である》、２．《ある数の後に置かれた記号 + はある数を与える》、３．《もし a と b とが二つ
の数で、それらの次のものが等しいならば、それらもまた等しい》、４．《イチはどんな数の後にくることはな
い》、５．《もし s がイチを含む類で、また s に属するものの次のものからなる類が s に包含されるならば、すべ
ての数は類 s に含まれる》」1) 1 is a number; 2) A number with a + sign after it is also a number; 3) If the successor of a 
and b is the same, then a and b are the same; 4) 1 is not the successor of any number; 5) If s is a property of 1, and if the 
property of the successor of s is also s, then all numbers belong to property s. Peano, G., On the Concept of Numbers [Sul 
Concetto di Numero], Genealogy of Modern Mathematics 2, translated by Ono K., Umezawa, T,. Kyoritsu Publishing, 1969, 
101.) Axioms three and four are the other way round to the order I have used in the main text, but this poses no problem to 
the verification. Also, in this rendition, axiom 2 features the plus sign (+), whereas I have used the prime symbol (´).

33 Vgl. HuaXI, 186f.
34 With regard to “motivation” in passive synthesis, I have followed closely what is written in the Bernau Manuscripts about 

protention tendency and Affection (see Muto, 2013, 162-163).
35 When he wrote Philosophy of Arithmetic, Husserl believed that the numbers 0 and 1 did not originally belong in the natural 

number series and that they were added in later as secondary numbers. Based on such a view, he argued that the natural 
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number series is not uniform (vgl. HuaXII, S. 129ff.) The idea that these numbers were added later is worth considering. It is 
certainly conceivable that their place of genesis may not be the same as the succession of numbers.
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Leonardo da Vinci and Flemish painting
─On the Portrait of Ginevra de’ Benci─

Eto takumi

 “Only the northern elements provide the right foil for the victorious classical form.”(1)

	 ─E. H. Gombrich

1. the ethos of Flemish painting as a restraint on Classical pathos

 Aby Warburg, who pioneered research on the relationship between Flemish and Florentine painting in 15th 
century, focused on this theme based on Florentines’ taste during that era.(2) In 1888, Müntz published a list of assets 
belonging to the Medici household as of 1492, giving insights into the important situation of Flemish panel paintings 
and tapestries.(3) Florentine patrons were thought to have favored the progressive artists of the time, according to 
records and documents; however, it has become clear that they were fond of the products of the Gothic North. 
Classical and Gothic art were accepted side by side.(4) Since Flemish artwork can be found along with classic 
sculptures in the Villa Medici, Warburg convinced that it was no longer possible to treat the art of the Gothic North 
and Renaissance South separately, and that the background for the real Renaissance lies in the mutual complement of 
these two arts. Warburg believed that the problem was the collective psychology that allowed the idea of supermen 
and the realistic and devout art of the North to be compatible.(5)

 Warburg found a hint as to the answer to this question in the linguistic theory of Hermann Osthoff, that is a 
switch of the root word used in the superlative.(6) He stated that the reason why Indo-Aryan languages, in cases where 
our emotions are most engaged, frequently do not form the degree of the comparison from the same root word, but 
form each class from different root words is because those words thereby get the true emphasis.(7) Warburg applied 
this theory to a clash of forces between  southern and northern art in Florence, and found the conciliation of opposites 
in The Adoration of the Shepherds by Ghirlandajo in the Sassetti Chapel. To yield too easily to the temptation of 
pagan influence may render the pathos hollow and the movement theatrical.(8) Thus, to express the “superlative” of 
devout concentration, Ghilandajo would be on the look-out for different roots, Hugo van der Goes’ adoring shepherds 

from a Flemish model 
 Warburg stated that “because the image of these men who are totally engrossed in looking becomes an 
unconscious symbol of that self-effacing objective observation in which the Flemings were psychologically superior 
to the Italians with their classical education and their bent for rhetoric.(9) This led to the conclusion that the dangers 
of “pathos formula,” the act of intensive sensationalism,  are inhibited by the static and contemplative ethos of 
Flemish painting. In other words, Northern  element can be dual role as obstacle and ally to the threat of superfluous 
classical rhetoric. As a result, Florentine art was able to attain the capacity for holding contrasts in equilibrium.(10) In 
addition, Warburg argued that the products of Nothern oil painting were among the first to be collected and 
appreciated for their own sake. This means that the Nothern influence provided a challenge to the Quattrocento 

Articles
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Florence which had retained so much of mediaeval dependence on 
ritual in the widest sense.(11)

 From this perspective, the portrait as a theme is quite easy to 
understand, as the style of the three-quarter portrait has its root in 
Flanders.(12) However, according to Pope-Hennessy, we are never 
justified in discussing the interaction of Flemish and Italian portraits 
throughout the 15th century. In 1475, the first significant breakthrough 
occurs with the arrival in Venice of Antonello da Messia, who came in 
contact with Flemish painting.(13) The oil painting technique 
introduced by the Flemish permitted pictorial expression of hair 
texture and sparkling of eyes. In 1470s Florence, the Verrocchio 
workshop was most active in introducing this oil painting technique, 
and engaged Leonardo da Vinci as an apprentice.(14) Additionally, 
Ginevra de’ Benci, which is closely associated with the Verrocchio 
workshop (Fig. 1), might be said to be the origin of Leonardo’s portraits.(15)  That is why we can recognize this 
portrait to be the strong influence of Flemish painting, for example, the landscape on the front and the juniper coat of 
arms on the back of the painting. 
 The Mona Lisa, created by Leonardo during his second stay in Florence from 1503 to 1506, can be considered to 
be a surmmit of developmental process of his portrait pictures. Although the portrait is often regarded as 
representative of classicism, according to Kenneth Clark, its subtlest facial expressions, including a gothic smile, are 
anti-classical, filled with un-Mediterranean features.(16) Furthermore, he concludes that Leonardo gained a new 
quality of classical completeness by idealizing the gothic sense. Heinrich Wölfflin has argued similarly, that the 
antithesis of idealism and realism is thought to represent the essencial difference between classic and Quattrocento 
art.(17) In other words, it is the gothic idealism to transcend the limits of Quattrocento naturalism. That is the reason 
why I tackle this theme at present. The root of the question lies in  how Flemish painting was involved in the 
formation of classicism from 1500 to 1525, during the so-called High Renaissance.

2. Provenance and current situation of Portrait of Ginevra de’ Benci

 Leonardo da Vinci’s Portrait of Ginevra de’ Benci (Fig. 1), estimated to have been painted in 1474, is currently 
on exhibit at the National Gallery in Washington, DC. This panel painting was purchased by the Mellon Foundation 
in 1967. Its dimensions are close to square (39 cm high and 37 cm wide), and it is clear that, for several reasons, the 
bottom part of the panel has been cut away.(18) In the top right portion of the back side, there is a red wax seal with 
the arms of Prince of Josef Wenzel of Liechtenstein and the date 1733.(19) It seems that the painting had acquired by 
one of his ancestors, but its previous owners are unknown. One theory suggests that among the collection confiscated  
from Ludovico Sforza of Milan and sent to France by Louis XII in 1499, “le visage d’une fame” in the inventory is 
discribed as “Genevra,” and this portrait may be identical with the painting in question.(20) In the catalogue of 
Liechtenstein published by J.Dallinger in 1780, it was regard as “Lucas Cranach, une tête de femme” and was joined 
with a fir wood and repaired in retouching (42 x 37 cm).(21) Yet, in 1866, Gustav Waagen attributed the “une tête de 
femme,” exhibited in the Liechtenstein gallery (Nr. 2326) in Vienna then, to Leonardo or his disciple Boltraffio as a 
working hypothesis.(22) This hypothesis was accepted later by Müller-Walde and Bode.(23)

 In his The Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects, Vasari wrote that “Leonardo made a 
portrait of Ginevra, the wife of Amerigo Benci, an extremely beautiful painting.”(24) In 1518, Antonio Billi praised its 
lifelikeness “painted with such perfection that it was none other than she.”(25) Yet, The Life of Leonardo da Vinci, 

(Fig. 1) Leonardo da Vinci, Ginevra de’ 
Benci, ca. 1474, 38.8×36.7cm, National 
Gallery of Art, Washington (Inv.2326)
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written by Paolo Giovio in 1527, does not mention this portrait.(26) Anonimo 
Gaddiano, the direct source for Vasari’s Life of Leonardo da Vinci, written 
by an anonymous author between 1537 and 1546 and found in the Gaddiano 
Archive in Florence, repeats Billi’s passage nearly verbatim: “completed so 
perfectly that it semmed to be not a portrait but Ginevra herself.”(27) Based 
on these records, the sitter for the portrait was identified as Ginevra who 
was born in 1457 and the daughter of wealthy Florentine merchant Amerigo 
de Benci.(28) 
 The bush surrounding the head of Ginevra is juniper, which is called 
ginepro in Italian and genevra in the Tuscan dialect, punning on the sitter’s 
name.(29) On the reverse, there is decorate with an “arboreal rebus” (Fig.2), 
which is the earliest Italian example. The central juniper sprig is encircled 
with the wreath of laurel and palm branches. A scroll with the inscription 
“VIRTVTEM FORMA DECORAT (Beauty Adorns Virtue),” which is the 
beginning of a hexameter in Latin, entwins around the branches.(30) This 
seeming ambiguity of the inscription will be discussed in detail later. Since 
the lower part of the branches are not crossed, the bottom panel must have 
been cut down. John Walker conjectured that the bottom of the panel was 

placed agaist a damp wall, so moisture has raisen up the panel by capillary action.(31) On the other hand, Goldscheider 
suspects that the lower part of painting was unfinished.(32) In 1903, Bode attempted to restore the missing portion :the 
picture was once about one-third longer than it currently is.(33)

 What was the lower part of the front surface of Ginevra de’ Benci like? There are several samples that could 
provide clues. For example, a marble bust in Bargello, Lady with a Bunch of Flowers (Inv.115), is pressing wild roses 
against her chest with her left hand. The marble, created at the Verrocchio workshop to which Leonardo belonged, 
has similar face and hairstyle shapes to that of Ginevra de’ Benci.(34) Another piece called Portrait of a Lady (Fig.3) 
now in the Metropolitan Museum of Art, was in Florence, is attributed to Lorenzo di Credi, who belonged to the 
same Verrocchio workshop. The arboreal background is also presumed to be 
juniper, and the inscription “GINEVRA D’AMERIGO BENCI” can be found 
on the back; thus, the sitter is assumed to be the same as the Leonardo.(35) She 
crosses her arms in front of her abdomen, holding a ring with her fingers of the 
left hand. But the X-ray photograph shows that the index finger of the left hand 
has been changed at some time. Furthermore, Credi’s Portrait of a Young 

Lady, located in Forli, is also assumed to have been painted under the influence 
of Leonardo’s Ginevra de’ Benci.(36) Another similar piece is a sketch in silver 
point called Study of Hands, possessed by Royal Library at Windsor Castle. It 
has been thought that Leonardo’s silverpoint drawing of hands in Winsor is a 
preliminary study for this passage.(37) From these examples, it can be 
conjectured that Ginevra was originally holding a bouquet in front of her 
abdomen; indeed, a computer reconstruction of such an image was recently 
published.(38)

3. the issue of who commissioned the Portrait of Ginevra de’ Benci

 Leonardo’s Portrait of Ginevra de’ Benci is usually dated 1474 on the supposition that it was executed to 

(Fig. 2) Computer reconstruction: The 
impresa on the back of fig. 1 and the 
motto: VIRTVTEM FORMA DECO-
RAT (Beauty Adorns Virtue), Depart-
ment of Imaging and Visual Services, 
National Gallery of Art, Washington.

(Fig. 3) Lorenzo di Credi, Portrait of a 
Young Lady, 1490–1500, 58.7×40cm, 
The Metropolitan Museum of Art, 
New York (Inv.43.86.5)
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commemorate her marriage to a wool merchant, Luigi di Niccolini.(39) As Ginevra was born in 1457, the sitter was 
estimated to have been about 17 years old.(40) Möller assumed that after Niccolini passed away in 1505, the portrait 
was returned to the Benci family, and it presumably became a possession of Liechtenstein until the family had been 
extinct in 1611.(41) However, there is no evidence of its actual whereabouts during these days. It is entirely 
conceivable that the Niccolini and the Benci families never owend the portrait.(42)

 In contrast, scholars like Walker and Fletcher regard Bernardo Bembo, who had a relationship with Ginevra,  as 
the original custmomer for the painting.(43) If it was commissioned during his second stay in Florence (1478–1480), 
Ginevra’s age would have been around 23. Recently, we have found convincing proof to support this claim. The 
examination with an infra-red camera has revealed beneath the present inscription other Latin letters, “VIRTUS ET 
HONOR,” corresponding to Bembo’s own motto.(44) Furthermore, the wreath that combines palm and laurel branches 
is quite similar to the garland on the cover of a manuscript of Paolo Marsi’s poem describing  Bembo’s journey to 
Spain in 1468-69.(45) If it was Bernardo Bembo who commissioned  the painting, it is possible that Bembo, staying in 
Burgundy as a Venetian ambassador in 1471-74, brought the  “arboreal rebus” to Leonardo and had the portrait 
painted in the Flemish mode.(46)

 The reason why the romantic relations between Ginevra de’ Benci and Bernardo Bembo were in the open is that 
the Neoplatonist poets of the Medici circle, Cristoforo Landino and Alessandro Braccesi, sang of the love affair of 
the two in Latin.(47) If we may rely on the  poems, Bernardo met Ginevra at a friend’s house and fell in love at first 
sight. After the exchange of a few words, he was enthralled by her. Later on, Ginevra dropped a violet that she was 
wearing on her breast on the way back from the church, and sent it to Bernardo through the poet.(48) Bernardo may 
have commissioned the work before he left Florence in 1480.(49)

 If  Bernardo Bembo can be considered as the customer, what possible interpretations of the portrait exist? As 
was already mentioned, through the ex-ambassador to Burgundy, the connection between Leonardo and Flemish 
painting becomes stronger. In addition, as Fletcher argued, Bembo—who idolized Petrarch—compared Ginevra to 
Petrarch’s lover, Laura.(50) This can be deduced by the fact that Bernardo’s son Pietro Bembo owned a copy of 
Simone Martini’s Portrait of Laura.(51) It was a common knowledge back then that Simone frescoed St. George on 
the portico of a church in Avignon; it contained a likeness of Laura, who lived in Avignon, disguised as Mary 
Margdalene.(52) If Ginevra was likened to Laura, the portrait would be contained some symbolic meaning.

4. the relationship between Portrait of Ginevra de’ Benci and Flemish painting

 Ever since Paul Hills’ research in 1980, it has been pointed out that the 
cold stare, reinforced by a slight turn of the head, of Leonardo’s Portrait of 

Ginevra de’ Benci is similar to that of Petrus Christus’ Portrait of a Young 

Lady (Fig. 4).(53) For example, Paula Nuttall assumes that the similarity 
between these two portraits cannot be fortuitous, and that Leonardo must have 
scrupulously studied the above-mentioned portrait by Christus, presumably.(54)

 David Brown stated that “Taken by scholars as a touchstone of Leonardo’s 
interest in northern art, Ginevra de’ Benci betrays a striking resembrance to 
Portrait of a Young Lady by Petrus Christus in the Gemäldegalerie, Berlin. […] 
Though presumably incorporating the lady’s physiognomy, Leonardo’s 
Netherlandish-inspired likeness is clearly not a straightforward record of her 
appearance. Nor does it capture her unique personality in the sense of a 
modern psychological portrait.”(55) In other words, he means that, in Portrait of 

Ginevra de’ Benci, Leonardo realized his own unique idealism apart from 

(Fig. 4) Petrus Christus. Portrait of a 
Young  Lady ,  1452–1457 ,  29× 
22.5cm, Gemäldegalerie, Berlin 
(Kat.Nr.532).
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Quattrocento naturalism or modern psychologism. 
 On the other hand, Hills stated, regarding Lamentation by Rogier van der Weyden—found at a villa of Medici in 
Careggi near Florence—that “Leonardo was the first Italian fully to comprehend this meditative inwardness of 
Flemish painting. In fusing this northern spirituality with the physical consciousness and sense of grace which was 
the legacy of the antique, Leonardo created a style which is inexplicable by reference to a purely Italian tradition.”(56) 
He also conjectured that the spirituality of the portrait by Leonardo would depend on the influence of Flemish 
painting, which could not be explained by the legacy of the antique alone.
 The possibility that Leonardo’s Portrait of Ginevra de’ Benci was involved with the portrait by Christus is 
supported to some extent by records of existing archives. What is especially important is the description of “a small 
panel painted with the head of a French lady, coloured in oil, the work of Pietro Cresci from Bruges”(57) in the 1492 
inventory of Lorenzo de’Medici’s collection. Quite a few scholars identify the small panel painting with Portrait of a 

Young Lady by Christus.(58) This painting was owned by Edward Solly until 1821, who used to purchase his 
collection in Italy.(59) Gustav Waagen initially believed that the sitter was a niece of the Talbot family of Shrewsbury, 
based on an inscription on the original frame, which has been lost.(60) Yet, there are many objections to this 
identification which argue that this does not mean that the portrait was not in Italy.(61)

 Also, regarding Christus, there is an entry of payment for a “figura” to “Piero di Burges” in the 1453 ledger of 
Duke Sforza. If we assume Piero to be Petrus and Burges to be Bruges, this implies that Christus created the portrait 
for the court of Milan.(62) Some scholars interpret “Piero di Burges” as Piero della Francesca by assuming that it 
means “Piero di Borgo.”(63) However, I suppose that unless the description of “Piero di Burges” in Milan agrees with 
biographical records of Piero della Francesca, the potential that it refers to Petrus Christus is strong. Sterling stated 
that, since Christus’s innate tendency for synthesis is akin to that of painters such as Antonello da Messina and 
Konrad Witz, he might have been an appropriate messenger with these artists.(64)

 As mentioned above, on the reverse side of Portrait of Ginevra de’ 

Benci is a Latin hexameter line, “VIRTVTEM FORMA DECORAT 
(Beauty Adorns Virtue),” written on a scroll entwined in a juniper 
sapling.(65) Painting an impresa such as arboreal rebus on the back of a 
portrait was common in Flemish portraiture. For example, “Branch of 
Holly” (Fig.5) is depicted on the reverse side of Portrait of a Man holding 

an open Book, an early work of Rogier van der Weyden. On the upper 
frame of the back inscribes a French epigram, “Je he ce que mord (I hate 
that which I sting).”(66) Similarly, as an early Italian example, the impresa 

like that is shown on the reverse side of Portrait of a Man by Jacometto 
Veneziano circa 1490.(67) If we compare Portrait of Ginevra de’ Benci 
with the case of the Venetian school, we comprehend that the portrait by 
Leonardo was an early example of the application of the Flemish style to 
Italian art. Therefore, it is quite likely that he was inspired by the head of 

a French Lady, stored in the Medici’s collection.

5. Conclusion

 According to the above reasoning, it is obvious that Leonardo’s Portrait of Ginevra de’ Benci would be 
influenced by the Flemish painting. Its idealized, mysterious atmosphere is closer to that of Flemish portraitures than 
to that of Italian ones of the time. Both of these portraitures are common to the fine finish of the oil painting and the 
arboreal rebus on the back. The style of the portraiture established in thoese days would have been the cornerstone 

(Fig. 5) Rogier van der Weyden, Branch of 
Holly :Reverse of Portrait of a Man hold-
ing an open Book, the inscription: Je he ce 
que mord (I hate that which I sting), ca. 
1436, 34×24cm, Courtauld Institute of 
Art, London.
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for the Mona Lisa, engaged during Leonardo’s second Florentine period, after 1500. In this respect, it is important to 
elucidate the relationship between Leonardo’s early work and Flemish painting.
 Yet, upon considering this relationship, we must return to the first problem posed by Warburg. According to 
Osthoff’s linguistic theory on which Warburg depended, for our language in case where our emotions are most 
engaged, mere logical inflections from familiar roots become unsatisfactory. The same principle operates in the field 
of visual art; thus, the expression of the static and contemplative ethos of Flemish painting inhibited the excessive 
expression of antique pathos. It seems that the fundamental reason why Leonardo focused on Flemish portraiture was 
likely his unconscious awareness of this principle. As Hills stated, “In fusing this northern spirituality with the 
physical consciousness and sense of grace which was the legacy of the antique, Leonardo created a style which is 
inexplicable by reference to a purely Italian tradition.”(68) That is precisely why Leonardo made a great contribution 
to the history of the portraiture.
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68) Hills, “Leonardo and Flemish Painting,” 1980, p.613.
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Criticism of Heretics’ Views of Nirvāṇa in the 70th 
Paragraph of the Laṅkāvatārasūtra:

Sumiwake as Buddhist Wisdom for Multicultural Harmonious
 Co-existence 

HoriuCHi Toshio

introduction

The Laṅkāvatārasūtra’s 70th paragraph1 lists and criticizes heretics’ views of nirvāṇa. Nakamura [1950] and 
Takasaki [1985] have done partial research on this section, and Japanese translations of it have been published.2 In 
this paper, I will uncover wisdom regarding multicultural harmonious co-existence that takes the form of sumiwake 

棲み分け (habitat segregation/ lifestyle partitioning), which can be seen from as far back as early Buddhism in this 
paragraph.3 Furthermore, I will offer a Japanese translation of this paragraph (excluding repetitive verses) as 
reference material. The only critical edition of the sutra based on manuscripts and covering its entirety is Nanjo 
[1923] (below, Nj). Various issues regarding this text perhaps unavoidable due to the constraints of its time and it 
being the first attempt of its kind have been pointed out and scholars have asserted the need for a completely revised 
critical edition. Nj is a critical edition based on four manuscripts he was able to obtain. Subsequently many other 
manuscripts were discovered. Takasaki created a reliable revised critical edition of a certain chapter in the sutra 
based on 16 manuscripts (Takasaki [1981]). However, the problem with Nj is not that it is based on a limited number 
of manuscripts; rather, it lies in its inaccurate readings of them (again, understandable due to the constraints of his 
time). Incidentally, all but one of the sutra’s manuscripts are on paper. The single other manuscript is written on palm 
leaves (T MS), and it sometimes presents better readings of the sutra than the others. Thus, one of my endeavors in 
this paper will be to present the readings of this palm leaf manuscript when translating some sections. This paper 
covers a section that occupies less than four pages in Nj. However, Nj fails to include footnotes on the variant 
readings found in the T MS in five places within this section. Among these sections, three readings will enable us to 
understand the sentences that were unclear in previous studies that were based on only Nj.

1) The 70th Paragraph of the Laṅkāvatārasūtra
This paragraph introduces 22 heretical views of nirvāṇa / mokṣa (liberation) which I will number from (1) to (22). 
(For details, please consult the attached reference material.) For example, it presents the theory that one reaches 
nirvāṇa by understanding that Time or an independent God is the creator of the world (11, 18). As Takasaki [2009: 
427] accurately points out, this understanding connects to a theory of liberation because, “In terms of content these 
are theories of the formation of the world rather than nirvāṇa (liberation). (However, in that one is liberated by 
correctly seeing this, they are all theories of liberation.)” Here, in the background is the attitude that has existed since 
early Buddhism, namely, that wisdom that awakens oneself to the way things are as they are (yathābhūta) is 
enlightenment.
 The sutra first presents the following view of nirvāṇa of “certain heretics”:

Articles
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 (1) There occurs no bundle of mind and mind associates through seeing that [everything] differs from 
permanence (i.e., is impermanent), through the aversion to the objects, through the destruction of skandha ([five] 
aggregates), dhātu ([eighteen] cognitive elements), and āyatana ([twelve] sense fields).

In his commentary, Jñānaśrībhadra states, “Śrāvaka and those called “dge slong skye bo’i chos bsam pa can” see the 
[five] aggregates as extinguishing. On the other hand, in the Mahāyāna, they are neither permanent nor nonexistent 
since the subject and object do not exist because objects of the external world do not exist.” Jñānagarbha also holds 
that this understanding of nirvāṇa is not one of heretics, but rather śrāvakas and pratyekabuddhas. This understanding 
simply says that false discrimination (vikalpa) does not arise when its cause goes away (subsequently described as 
“material causes halting”). The sutra criticizes it on the grounds that false discrimination does not arise “by 
understanding that objects to be examined are empty.”
 Below appears the understanding that one enters nirvāṇa by understanding sva-lakṣaṇa (own characteristics) 
and sāmānya-lakṣaṇa (general characteristics).

 (6) Further, others (heretics) imagine nirvāṇa by the realization of its own, and the general characteristics of all 
things, by the [real] existence of things of the past, future, and present as un-destructive.

Jñānaśrībhadra attributes this view to the Śaiva school, gtogs ’dod pa, and Brahmavādins. On the other hand, 
according to Jñānagarbha, this also referred to the Buddhist *Vaibhāṣikas. He probably interpreted this passage this 
way based on the fact that it states, “existences of the past, future, and present existing.” It also appears to be valid 
after looking at the sutra’s 31st paragraph.

 For śrāvakas and pratyekabuddhas, nirvāṇa is discrimination not functioning due to them seeing objects without 
cognitive distortion by distancing themselves [from the world]4 based on awakening to one’s own characteristics 
and to general characteristics. Based on this, they have the perception that nirvāṇa is there.5

In other words, here a Buddhist view of nirvāṇa is being criticized as heretical.
 From the perspective of this sutra, the correct teaching is that nirvāṇa arises due to a turn (vyāvṛtti)6  of the 
mind, thought, and consciousness[es] ... that is based on svacittadṛśyamātra, or an understanding that everything is 
nothing but what is seen (or is a manifestation) of the mind. A similar teaching can be found in paragraphs 31 and 74.

 I and all Buddhas say, “Nirvāṇa is revolution (parāvṛtti) of the habituated tendencies of the mind and 
consciousness.”7

 I say, “Nirvāṇa is the understanding based on the Tathāgata’s own individual nobleperson wisdom that takes as 
its basis a revolution (parāvṛtti) in the assemblages of the bundle of mind and mind associates that are 
discrimination.8

2) Wisdom for Multicultural Harmonious Co-existence in Paragraph 70
Above, I took up several understandings of nirvāṇa that appear in paragraph 70. Next, I will consider the kind of 
attitude found in the sutra regarding these heretical teachings. First, let me focuse on the fact that śrāvaka and 
pratyekabuddhas’ (i.e., non-Mahāyana Buddhists) views of nirvāṇa are criticised as heretical, at least based on the 
understanding of the commentaries. This criticism suggests that the goal of the sutra here is not eliminating different 
teachings, but rather situating the Mahāyāna’s correct view of nirvāṇa amidst various other ones including those of 
non-Mahāyana Buddhists. When doing so, the sutra says that wise people are to “throw out” (parivarjitāni) and 
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“should avoid” (vyāvartanīyā) heretical teachings.
 Furthermore, in another passage on the heretical Lokāyatika teachings, it says that they “should not be served, 
not be respected, and not be venerated.”9 In another section, the following phrase is found: “In order to throw out 
heretical views...”10

 In the above, an attitude towards heretical teachings can be found that is neither the elimination of, compromise 
with, nor friendly relations with different theories. Rather, it is one of sumiwake (habitat segregation/ lifestyle 
partitioning).
 Incidentally, a similar attitude towards other heretical teachings can also be found in early Buddhism, namely in 
the Suttanipāta’s recommendation to transcend disputes:

 “There is only one truth. There is no second. 
 Those who know it will not quarrel.” (884ab).11

 “I teach that there are only two results of quarrels (i.e., praise and censure). 
 Seeing this reason, you all should see that the state of non-disputes is peaceful, and must not engage in quarrels.” 

(896bcd)12

Furthermore, in the sutras and in Vinayas there is a period in which individuals who used to follow heretical 
teachings were under observance for a four-month period to enter the Buddhist sangha.13

 The Japanese Buddhist Hōnen similarly said, “Various delusions arise where there are quarrels. Wise people 
should leave them 100 yojanas far behind” (諍論之処ニハ諸ノ煩悩起ル、智者ハ之ヲ遠離スルコト百由旬也).14 
While this obviously is a statement that arose in the context of avoiding nenbutsu oppression, it should also be taken 
note of as universal wisdom that can be seen in the aforementioned Suttanipāta.
 Incidentally, in Vasubandhu’s (India, ca. 400) Vyākhyāyukti there is an intense debate surrounding whether the 
Mahāyāna is the teaching of the Buddha. Vasubandhu’s answer to the Śrāvakayāna criticism that Mahāyāna is not the 
Buddha’s words can be found in chapter 4. It is succinctly and accurately summarized in Matsuda [1985]: “Arguing 
against the theory that Mahāyāna Buddhist scriptures are not the Buddha’s words, it gives these scriptures value as 
the Buddha’s teachings by sharply distinguishing between explicit and implicit teachings.15 Following the text itself 
more closely, the following could also be said (from Horiuchi [2009: 61-62]): 

a.【Śrāvakas’ Criticism 1】(The symbol “↔” indicates a contradiction)

Āgamas (four Āgamas and five Nikāyas) ↔ Mahāyāna (Here, “Mahāyāna” refers to the 

　　　　　　　　　　　　　　　　　   “teaching that all dharmas are essenceless.”)

《The Mahāyāna contradicts the Āgamas and is therefore not the Buddha’s word》

b.【Vasubandhu’s Refutation 1’】 【Śrāvakas’ Answer 1’】

　　　  Āgamas 　　　　　　 Āgamas

Teaching a ↔ Teaching b　　　　　　　　　　　　⇒ Explicit Teaching≡Implicit Teaching

《If one says Mahāyāna is not the Buddha’s teachings 
because it contradicts the Āgamas, the Āgamas are not 
either because they have internal contradictions.》

《In the case of contradiction, one is implicit teaching 
and the other is explicit teaching. Therefore, there is no 
contradiction.》
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c.【Śrāvakas’ Criticism 2】 【Vasubandhu’s Answer 2’】

　　　　　　　　　　　Mahāyāna　　　　　　　   ⇒ Mahāyāna

All dharmas are essenceless ↔ Cultivation of the path All dharmas are essenceless (Implicit teachings) ≡
Saṃdhinirmocana-sūtra, Laṅkāvatāra-sūtra 
[Corresponding verses] (Explicit teachings)

《The Mahāyāna has contradictory teachings, and 
there are no explicit teachings that remove these 
contradictions》

《The teaching that all dharmas are essenceless is an 
implicit teaching, and the Saṃdhinirmocana-sūtra, etc. 
are explicit teachings. In other words, Mahāyāna has 
both implicit and explicit teachings. Therefore, there is 
no contradiction.》

d.【Vasubandhu’s Conclusion】

《It does not hold that “Mahāyāna is not the Buddha’s word because it contradicts.” In other words, Mahāyana 
does not contradict and is therefore the Buddha’s word. 》

In summary, Mahāyāna is as it is the Buddha’s word, and Śrāvakayāna is as it is the Buddha’s word. Vasubandhu 
does not hold that the Śrāvakayāna is not the Buddha’s word, nor does he try to dissolve the contradictions between 
the Śrāvakayāna teachings and the Mahāyāna. In other words, even in the case of teachings that appear at first glance 
to be contradictory, since in the Mahāyāna contradictions are dissolved because it contains explicit and implicit 
teachings, “it is not valid to say that the Mahāyāna is not the Buddha’s teachings because it contradicts” the Āgamas.

Conclusion

In the above texts, we find wisdom for multicultural and multi-religious harmonious co-existence in the form of “a 
habitat segregation of ideas” that constitutes an ideological version of sumiwake, which Imanishi Kinji 今西錦司 
explains using the example of the upstream / midstream habitat segregation of fish.16 Rather than oppression, 
conquest, or compromise, it is co-existence in which each party maintains their own position while not interfering 
with one another. It emphasizes not the golden rule (doing to others as you would like them to do to you) but the 
silver rule (not doing to others what you would not like to be done to you).

Abbreviations
D: Sde dge edition of Tibetan Tripiṭaka.
Jg: Jñānagarbha: Āryalaṅkāvatāra-nāma-mahāyānasūtravṛtti tathāgatahṛdayālaṁkāra-nāma, P, No. 5520, D, No. 4019.
Jś: Jñānaśrībhadra: Ārya-Laṅkāvatāravṛtti, P, No. 5519, D, No. 4018.
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2014. In Horicuhi [2012] I focused on upekṣā (equanimity or impartial mind), one of the four catvāri-apramānāṇi, or 
(immeasurable states of mind; the others being maitrī [friendship], karuṇā [compassion], and muditā [empathetic joy]). 
However, subsequently, I found out that Miyamoto Keiichi had written the following: “Without any qualifications, maitrī, 
karuṇā, and muditā become clingy, and are no different from the mind of attachment. Thus, upekṣā is necessary. At least in 
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cultivate it. Of course, for Gotama Buddha upekṣā was complete; maitrī, karuṇā, and muditā all were magic for living as if a 
world without meaning has meaning—in other words, expedient means” (Miyamoto [1998: 151-152]). My focus on upekṣā 
and sumiwake when searching for the basis of ideas for multicultural harmonious co-existence is essentially rooted in the 
same perspective. However, while Miyamoto writes that upekṣā is “fundamentally adopting an attitude of indifference 
towards self and other” (Miyamoto [1998: 151]), I use it to mean the mind of equanimity towards self and other that leaves 
behind the lenses of interest calculation and self-consciousness, or a transcendental interest. Regardless, further investigation 
into the topic is necessary. 

4 A term that means “to leave behind the noise of the mundane world”. It is used when discussing the religious training and 
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enlightenment of pratyekabuddhas. See the 16th paragraph, etc. (Takasaki [1980: 239]).
5 Nj. 99.14-16: śrāvakapratyekabuddhānāṃ nirvāṇaṃ svasāmānyalakṣaṇāvabodhād asaṃsargato viṣayāviparyāsadarśanād 

vikalpo na pravartate/ tatas teṣāṃ tatra nirvāṇabuddhir bhavati/
6 I revised my original translation of vyāvṛtti as “eliminate” based on the guidance of Professor Kubota Chikara 久保田力 

after my presentation at the Japanese Association for Religious Studies' conference held at Doshisha University. Based on the 
below two examples, vyāvṛtti can be understood to mean “turn.” Regarding the Laṅkāvatārasūtra's own view of nirvāṇa, 
also see Kubota [1991].

7 Paragraph 31 (Nj. 98): … -manomanovijñānadṛṣṭivāsanāparāvṛttir nirvāṇam ity ucyate sarvabuddhair mayā ca
8 Paragraph 74 (Nj. 200): vikalpacittacaittakalāpasya parāvṛttipūrvakaṃ tathāgatasvapratyātmāryajñānādhigamaṃ nirvāṇam 

iti vadāmi
9 Paragraph 67 (Nj. 173.3-5): lokāyatiko ... na sevitavyo na bhaktavyo na paryupāsitavyo
10 Paragraph 24 (Nj. 79.8): tīrthakaradṛṣṭivinivṛttyarthaṃ
11 ekaṃ hi saccaṃ na dutīyam atthi, yasmiṃ pajā no vivade pajānaṃ. This translation follows the Japanese translation in 

Nakamura [1984]. In PTS, the phrase “ekaṃ hi saccaṃ na dutīyam atthi, yasmiṃ pajāno vivade pajānaṃ” can be found. 
Regarding this passage, Nakamura says to cut it and read as, “yasmiṃ (=sacce) pajā no vivade pajānaṃ (=pajānanto).” The 
above translation follows this suggestion.

12 duve vivādassa phalāni brūmi, etam pi disvā na vivādiyetha khemābhipassaṃ avivādabhūmiṃ.
13 Sasaki [1999: 82-83].
14 Shichi kajō kishō mon 七箇條起請文 [Seven-point Statement] in Shōwa shinshū Hōnen shōnin zenshū 昭和新修　法然上

人全集 [In-Shōwa-New-Revised Complete Works of Hōnen], Ishii Kyōdō 石井教道, ed., Heiraku-ji Shoten, 1955, 
787. Cf. Tannishō 歎異抄 [Lamentations of Divergences] Ch. 12 (Tannishō shinchū 歎異抄新註 [New Commentary on the 
Tannishō], Taya Raishun 多屋頼俊, Hozōkan, 1939).

15 Explicit teachings are those that can be understood literally. Implicit teachings are those that cannot be understood literally.
16 Here, I am just borrowing and modifying a fundamental concept in a search to explore the basis of thought for multicultural 

co-existence. The following criticism of the “sumiwake theory” exists from the field of biology: 
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E8%A5%BF%E9%8C%A6%E5%8F%B8 (Wikipedia, accessed 10/25/2014.)
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reference Materials: 
An English translation of the 70th Paragraph of the LAS 

(except the verse portion)1

 [70]
 Then, Mahāmati the Bodhisattva-Mahāsattva further said this to the Blessed One (Bhagavat): Blessed one! 
Nirvāṇa, nirvāṇa is said [by you]. Of what is this a designation, vis., the word nirvāṇa as imagined by all heretics?
The Blessed One said: Then, Mahāmati, listen well and reflect well. I will tell you. Heretics imagine the nirvāṇa. 
 However, there is no nirvāṇa that suits their imagination (vikalpa, false discrimination).
 Mahāmati, the Bodhisattva-Mahāsattva gave ear to the Blessed One, saying: Sure, Blessed One.
 The Blessed One said this to him:
 (1) Mahāmati, some heretics explain: there occurs no bundle of mind and mind associates through seeing that 
[everything] differs from permanence (i.e., is impermanent)2, through the aversion to the objects, through the 
destruction of skandha, dhātu, and āyatana. Just like there is a [cessation of] the flame of a lamp, seeds, and fire by 
the cessation of the substratum, there is a cessation of imagination through non-recollection of the object of the past, 
future, and present. For them, therefore, there is a comprehension that there exists nirvāṇa. However, O Mahāmati, 
one does not enter nirvāṇa by the view of destruction.
 (2) Further, the others (heretics) explain that there is liberation (mokṣa)3 by going to another point of place4. Just 
as in cases of the cessation of imagination to the object, [just like] the wind [ceases].
 (3) Further, others explain that there is liberation through destruction of the perception of the comprehended and 
the act of comprehension5.
 (4) Others imagine that there is liberation {through non-occurrence of imagination}6 through seeing permanence 
and impermanence7.

1 Text: T MS, 50a3-51a4., Nj.182.7-185.16, Hadano etc. 1993.420-435; Commentaries: Jg, D 213b1-217b2, Jś, D 210a5-
218a1; Translations: Suzuki [1932(1999): 157-160], Yasui [1976: 165-168], Suganuma [1981: 64-73].

2 Nj has -vaidharmā- and footnotes that Tib has -vaidharmya-. However, since the latter reading is also attested by the T MS, I 
will take this reading.

3 This whole paragraph criticizes the heretical view of nirvāṇa. But (2) to (4) refer to mokṣa (liberation) instead of nirvāṇa.
4 Jś comments that this is the assumption, such as going to liberation at the middle of the sun.
5 buddhiboddhavya: This refers to subject and object according to Jś. Its destruction seems to accord with the proper 

Mahāyāna view of nirvāṇa. However, he further says: they (i.e., heretics) maintain that the permanent ātman is liberated 
because such manifestations (i.e., those of the subject and object) do not exist. Commentators mostly detect the view of 
ātman on the basis of the heretical view of nirvāṇa as enumerated here. However, it is only in (7) that the sutra itself clarifies 
this point. See Nakamura［1950: 227ff.］.

6 vikalpasya apravṛtter: Suganuma rightly points out that since the Song translation. omits these words in {}, this is “assumed 
not to have existed originally.”

7 Jś writes, “by attributing the consciousness that abides in the stream of continuity of personality as ātman…" This is also 
denied because it admits ātman. Jg says that it is to see that some things such as ātman are permanent, while others such as 
matter (rūpa) are impermanent. He identifies this view as that of Vedānta.
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 (5) Further, others8, thinking that9 “the imagination of various signs10 brings11 the arousal of sufferings”- not 
being skillful in [the fact] that [everything is] nothing but what is seen by the mind (svacittadṛśyamātra), being afraid 
of the fearing of signs - comprehends nirvāṇa by seeing the no-signs12, with the sign of13 being eager for happiness.
 (6) Further, others imagine nirvāṇa by the realization of its own, and the general characteristics of all things, by 
the [real] existence of things of the past, future, and present as un-destructive.
 (7) Further, others imagine nirvāṇa by the non-destruction of the ātman, being, soul, personality, man, person14, 
and all things.
 (8) Further, O Mahāmati, other heretics who have foolish understandings imagine nirvāṇa through seeing the 
discrimination of prakṛti (i.e., material principle) and puruṣa (i.e., mental principle), and by the fact that guṇa15 is a 
creator of transformation.
 (9) Others [imagine nirvāṇa] by the complete extinction of merit and demerit.
 (10) Others [imagine nirvāṇa] through the extinction of defilement and through gnosis.16

 (11) Others imagine nirvāṇa through seeing the Supreme God as the independent creator of the world.
 (12) Others [think] that the arising of this world is due to the mutual dependence, not to the cause. However, it is 
nothing but an adherence to the cause17. But because of their foolishness, they do not realize it. By this they imagine 
nirvāṇa.
 Others say that the birth of this world occurs from interaction, not from a cause. However, this is (sa ca) nothing 

8 This refers to the vidyādharāntavādins according to Jś.
9 Although Nj has only iti without the footnote of variant readings, the T MS has iti kṛtvā. I will amend Nj according to the T 

MS.
10 This refers to the representation (*saṃjñā) according to Jś.
11 Although Nj has -vāhaka without the footnote of variant readings, the T MS has –āvāhaka, which appears again in Nj. 197.2 

(Tib: ’thob par byed pa). I will amend Nj according to the T MS (Cf. BHSD, 108a).
12 Nj has nimitta- and this is also supported by Tib. However, all the Chinese translations have 無相, which supports *animitta-. 

Even if we take the reading of Nj, since the previous word is nimittabhayabhītā, if we connect these directly and assume 
nimittabhayabhītānimitta-, this corresponds to the Chinese translations. However, according to Hadano, etc., manuscripts 
have nimittabhayabhītāḥ, namely, have ḥ at the end of the word. But since in the previous sentence it reads “being afraid of 
the fear of signs,” the phrase “to see the no-sign (animitta)” is expected from a contextual point of view, too. In addition, Jś 
comments that “the sign” refers to “the sign of representation” and says: “by thinking that representation is a swelling, 
representation is a pain, one becomes the non-possessor of such representations. ”

13 Nj has -nimitto and footnotes that Tib has -nimitte. However, since the latter reading is also supported by the T MS, I will 
amend Nj. Suganuma and Takasaki also understand the way according to the Tib. As a whole, the meaning seems to be: 
seeing the no-sign being afraid of the sign itself has the sign of being eager for happiness. Jś comments, “where there is an 
aspiration for happiness, there is a basis of samsara. How can [it] be nirvāṇa? (gang na bde ba’i kun tu tshor ba yod pa de na 
skye ba gzhan gyi gnas te/ ji ltar mya ngan las ’das pa yin).”

14 These are synonyms for ātman (self).
15 This refers to the three guṇas: sattva, rajas, and tamas.
16 This also seems to be the proper view of nirvāṇa, as that of the Buddhist, or at least that of the śravakas. However, Jś 

comments that it is not liberation, because they lack investigation by wisdom, and because even if defilements such as lust 
are gone, they still adhere to ātman.

17 Nj has anye anyonyapravṛtto ’yaṃ sambhavo jagata iti na kāraṇataḥ sa ca kāraṇābhiniveśa eva na cāvabudhyante mohāt 
tadanavabodhān nirvāṇaṃ kalpayanti. However, according to T MS and Tib (<<>> means that it is a supplement from the 
Tib), anye anyonyapravṛtto <’>yaṃ sambhavo jagata | na kāraṇataḥ <<iti>> sa ca kāraṇābhiniveśa eva na cāvabudhyante 
mohāt tadanavabodhān nirvāṇaṃ kalpayanti. Namely, according to the T MS, iti does not exist after jagata. Moreover, 
according to the Tib, iti exists after kāraṇataḥ. Although previous translations followed Nj and understood that this whole 
sentence (two sentences in English) describes a heretical view of nirvāṇa, if we follow the T MS and Tib, we can understand 
that the phrase after sa ca is a criticism of the heretical view of nirvāṇa by the Buddha.
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but adherence to a cause. Without understanding this because of their ignorance, they imagine nirvāṇa.
 (13) Further, O Mahāmati, other heretics18 imagine nirvāṇa by understanding the truth and the way (the way of 
truth)19.
 (14) Others have the comprehension of nirvāṇa through the realization20 of the guṇa (quality) and guṇin (possessor 
of the quality)21, which is caused by seeing that [these are] one, other, both, and non-both.
 (15) Others imagine nirvāṇa by seeing what arose from the nature, namely, the nature of things that is like the 
variety of the [feather of the] peacock, various mines of jewels, and sharp spine. 
 (16) Others, O Mahāmati, through the realization of the twenty-five truths.
 (17) Others imagine nirvāṇa by understanding the teaching of the six subdivisions [of actions] by the protector 
of creatures (i.e., the king).
 (18) Others see that time is the creator and that the arising of the world depends on time. By this realization, they 
imagine nirvāṇa.
 (19) Others by existence.
 (20) Others by non-existence22.
 (21) Others by the comprehension of existence and non-existence.
 (22) Others imagine nirvāṇa by seeing the non-discrimination between existence (i.e., saṃsāra) and nirvāṇa.
 Further23, O Mahāmati, others who roar the lion’s roar imagine nirvāṇa as follows: by the realization that 
[everything is] nothing but what is seen by the mind, by non-adherence to the existence and non-existence of the 
outer [objects], by seeing the real state that is void of what relates to the four alternatives (cātuṣkoṭika), by the non-
falling of the imagination, which is seen by the mind in two extremes [i.e., of existence and non-existence], by the 
non-apprehension of object and subject, by seeing that all measures do not work to the truth24 – by being foolish, 
there exists the non-apprehension of truth – by which [i.e., of foolishness] elimination, by the realization of the holy 
dharma that [should be understood] personally, by the recognition of two forms of selflessness, by the cessation of 
two defilements, by the reversion of mind, mentation, and mental consciousness, [which occurs] when [one enters] 
the concentration (samādhi), which has an image such as that of illusion25, going higher and higher through the 
stages [of the bodhisattvas] until reaching the stage of Tathāgatahood.

18 This refers to the Naiyāikas according to Jś.
19 satyamārga: Jg expounds a twofold interpretation of this compound. The first is “the truth and the way,” which refers to the 

four truths and the way[s] for them. Thus, this refers to the Buddhist view. The second is “the way of truth,” which refers to 
the sixteen padārthas (categories) by Naiyāyikas.

20 Nj and Chinese translations have abhisaṃbaddhād (by connection) unanimously. However, Tib suggests abhisaṃbuddhād (by 
realization). According to Jś, if one radically destroys the nine qualities (buddhi, sukha, duḥkha, icchā, dveṣa, prayatna, 
dharma, adharma, and saṃskāra) of the ātman, it is the ātman that has qualities liberates. The liberation for Vaiśeṣikas is that 
the ātman is independent by being void of qualities. Therefore, here, I would like to follow Tib, realizing [the difference of] 
qualities and what possesses qualities.

21 This refers to the Vaiśeṣika according to the commentaries. It establishes the nine factors as dravya (substance, that which has 
quality), and twenty-four factors as guṇa (quality).

22 By ablution and burnt offering (*homa) according to Jś.
23 The order of this and the next paragraph differs in the Song translation. As Takasaki points out, the order of the Song 

translation has contextual consistency. Suzuki also translates according to the order of the Song translation.
24 sarvapramāṇāgrahaṇāpravṛttidarśanāt tattvasya: As Suganuma points out, the reading of this phrase differs among 

translations. Here, since the Song translation has 一切度量不見所, namely, it omits agrahaṇa, I would like to delete the 
word, as it did not originally exist but was incorporated by mistake, since it appears immediately after.

25 Although Nj has māyādiviśvasamādhi without the footnote of variant readings, according to Hadano etc., some manuscripts 
have māyādibimbasamādhi, which is supported by Tib. I would like to accept the latter reading here. Jś says, “the
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 Thus, what is wrongly told by the argumentative heretics is connected with improperness and should be avoided 
by the wise. O Mahāmati, all these imagine nirvāṇa by the personal continuity that falls into the two extremes [of 
existence and non-existence]. However, nothing arises nor ceases here. O Mahāmati, nirvāṇa for each heretic, which 
is examined through their own texts, thought, and understanding, deviates [from the truth]. It is not established as 
being imagined by them26. There is no nirvāṇa for any [heretics] through the coming and going of mentation.
 O Mahāmati, by you and other Bodhisattva-Mahāsattvas, this should be learned and the view of nirvāṇa by all 
heretics should be rejected.

 concentration (*samādhi) has a pure and mundane appearance, such as illusion and reflection (rgyu ma dang gzugs brnyan la 
sogs pa bzhin du dag pa jig rten pa’i snang ba dang bcas pa’i ting nge ’dzin).” Māyopamasamādhi is often emphasized in 
this sutra (Cf. paragraphs 3, 7 etc. of the LAS).

26 Nj has tathā na tiṣṭhate without the footnote of variant readings, and T MS has na tathāvatiṣṭhate, which should be taken up.
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Brahmacarya, Paramārtha, and Kāma:
Interpretations and Modern Equivalents Based on the 

Interpretations in Chapter 2 of the Vyākhyāyukti
with Annotated Translations of Sūtra Passages 9, 14, 17–22 & 30

HorIuCHI Toshio

Introduction

In this article I wish to consider the question of rendering Buddhist terminology in modern languages with reference 
to several terms appearing in the Vyākhyāyukti. The background to this question is as follows. In Japan, it is difficult 
for people today to gain an understanding of Buddhism through the medium of traditional Sino-Japanese terms. In 
addition, we have reached the stage where Buddhist researchers have themselves been reflecting on the fact that it 
may not be possible for them to formulate their arguments without engaging in the task of clearly defining technical 
terms in their own words and rendering them in modern Japanese.1 Further, in terms of multicultural harmonious co-
existence too language is pivotal to thought and philosophy, and a clear presentation and understanding of the 
meaning of words is essential for building a common basis for people with differing cultural and philosophical 
backgrounds. In particular, brahmacarya, one of the terms taken up below, has its origins in Brahmanism but was 
later adopted by Buddhism and given a distinctive meaning, which is interesting also from the perspective of 
multicultural exchange. In the following I wish to take up chapter 2 of the Vyākhyāyukti from the above point of view 
and present modern equivalents of several important terms appearing in this chapter.
 First, it needs to be understood that the definition and understanding of a particular term differs between 
different schools of thought, between people belonging to the same school, between works written by the same 
person, and also between different contexts in the same work. When considered in this light, an effective method is 
to take up a particular work, presenting passages of some length, and examine possible equivalents on the basis of 
the context and usage found in these passages. In chapter 2 of the Vyākhyāyukti 103 sūtra passages have been taken 
from āgamas and interpretations are given for terms appearing in these passages.2 As regards the arrangement of the 
103 sūtra passages, passages 1–8 deal with extolment of the Three Jewels of Buddha, Dharma, and Saṅgha, while 
passages 9–31 deal with defilement. Among the latter, one’s attention is drawn in particular to the terms brahmacarya 
(“conduct for purity”), paramārtha (“[the] ultimate”), and kāma (“desire”). While there is no need to present all of 
the sūtra passages concerning defilement and the accompanying interpretations, annotated translations of sūtra 
passages 9, 14, 17–22 and 30 have been appended to this article as reference material since they have bearings on the 
following discussion.3

1. Brahmacarya

Brahmacarya is a concept going back to Brahmanism. An illustrative passage showing its usage by Vasubandhu is 
found in chapter 1 of the Vyākhyāyukti, and this definition has also been used in the sGra sbyor bam po gnyis pa.

Articles
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 Conduct for purity (brahmacarya) is the path to nirvāṇa. Nirvāṇa is pure in the sense that it is most important, 
for it is said that “it is quiescent (śānta), has become cool (śītī bhūta), and has become pure (brahmībhūta).” 
That which causes one to practise, to go to, to obtain that (i.e., purity)—that is conduct for purity, as in the 
case of liquor (*madya) by which one becomes intoxicated (*√mad).4

 As well as being defined in this way, brahmacarya is also used in the different sense of “celibacy,” a usage that 
predates Buddhism.5 This usage occurs in the interpretation of the first sūtra passage among the series of sūtra 
passages dealing with defilement.
 In sūtra passage 9 (see Reference Material) there occur the phrases “[any monk who…] (6) blows a conch shell, 
(7) claims to be a śramaṇa when he is not a śramaṇa, and (8) claims to be acting for purity when he is not acting for 
purity,” and Vasubandhu comments as follows:

 That (= (6)) is again due to two kinds of causes: (i) because he claims śramaṇa-hood in an ultimate sense on 
account of desiring evil (= (7)), or (ii) because he claims to abstain from coitus (*maithuna) (= (8)).

The correspondences with the phrases in the sūtra passage are based on Guṇamati’s commentary, and according to 
this explanation brahmacarya means to abstain from sexual intercourse.
 Brahmacarya is also mentioned in the treatment of the five mental obscurations or obstacles in sūtra passage 14 
(see Reference Material), where it is stated that the first obscuration of passion is an obstacle to morality (śīla) on 
account of which one deviates from brahmacarya. The five obscurations are also mentioned in verse 59 of the 
“Anuśaya-nirdeśa” in the Abhidharmakośabhāṣya, with several interpretations being given, and in his commentary 
on an alternative view Vasubandhu presents the interpretation that, with regard to lust and anger, when a monk 
begging for alms perceives an agreeable or disagreeable object and considers it as such, there arises either passion or 
anger.6 According to Yaśomitra’s commentary, it means to perceive something as the form of a woman (strī) or as the 
voice of a woman.7 Judging from the above, it would seem that “lust” is being interpreted from the perspective of 
lust for a woman (or a member of the opposite sex). “Lust” (kāmarāga) refers to “passion” (rāga) in the realm of 
desire (kāmadhātu), and according to the Dharmaskandha *rāga means “to engender pleasure and delight in objects 
of desire,”8 while in Interpretation III of sūtra passage 17 it is stated that the objects of desire are, in short, the desire 
for food and sexual desire.9 In light of the above, brahmacarya here refers not to the noble eightfold paths (the 
eightfold path of the noble ones) but to celibacy.
 That the term brahmacarya has the above two meanings has until now been understood either through 
experience or by induction. Murakami and Oikawa (1999, s.v. brahmacariya) write: “It originally signified the 
abstinent novitiate’s life of a Brahmin youth living in his teacher’s home and studying the Vedas, but in Buddhism it 
refers to a renunciant’s religious life, pure conduct, chaste conduct, and life removed from sexual intercourse.” 
Likewise, in the Iwanami Dictionary of Buddhism (Iwanami Bukkyō jiten 岩波仏教辞典, 2nd ed., s.v. bongyō 梵行) 
it says: “<*bon 梵> (brahman) means temperance or abstinence, and <*gyō 行> (caryā) refers to conduct or act. Pure 
conduct. I.e., a renunciant’s observing of the precepts and leading a life of abstinence. In particular, refraining from 
all sexual acts.… Came to refer to the Buddhist life of practice per se.”
 Meanwhile, the fact that Vasubandhu and Guṇamati give these two meanings of brahmacarya deductively and 
by definition can be seen in their comments on sūtra passage 58. The following quotation corresponds to the tenth 
benefit among the ten benefits of the establishment of the precepts as described in the sūtra passage together with 
Vasubandhu’s interpretation.

 “It is (10-a) in order to foster conduct for purity (brahmacarya) and (10-b) in order to make conduct for 
purity last for a long time. (10-c) ‘May my (i.e., the Buddha’s) conduct for purity last for a long time!’10” It is 
to engage in (10-a') conventional [conduct for purity] and (10-b') ultimate conduct for purity, and it is (10-c') 
the twosome of [the transmission of] renunciation and the transmission of realization.11 12
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 Guṇamati first states that “‘conventional (*sāṃketika ≒ secular) conduct for purity’ is to refrain from the 
practice of coitus.13 ‘Conventional’ means ‘conventional’ (*vyavahārika).”14 He then goes on to show clearly that 
brahmacarya in an ultimate sense refers to the noble eightfold paths.
 In the context of the Vyākhyāyukti, however, the principal meaning of brahmacarya is the noble eightfold paths.

Sūtra 8015

 “(8) In order to foster conduct for purity (*brahmacaryānugrahāya)” is in order to complete the noble path 
by preserving the body and by means of the body’s strength and the body’s absence of defilement,16 for it says 
in other sūtras, “What is conduct for purity? It is the noble eightfold paths.”17

Sūtra 96

 “(2) Trouble for conduct for purity”18 means that if one craves for either acquisition or respect, one does not 
desire the eightfold path to nirvāṇa for noble ones, and this was taught by the Blessed One to be “trouble for 
conduct for purity.”19

Summary

I now wish to summarize the meaning of brahmacarya in the context of the above observations. According to the 
Vyākhyāyukti, there is conventional brahmacarya and brahmacarya in an ultimate sense, and they signify celibacy 
and the noble eightfold paths respectively. There is probably a need to indicate which meaning is intended in each 
case. Were one to essay a modern rendering when doing so rather than making do with the Sino-Japanese fanxing (Jp. 
bongyō) 梵行, would it be preferable to use an equivalent covering both meanings? “Pure conduct,” which has been 
used in the past, may be suitable, but if one takes into account the interpretation of this compound given in chapter 1 
of the Vyākhyāyukti, according to which brahmacarya is conduct aimed at what is pure or that which causes one to 
go towards what is pure, which is here equated with nirvāṇa and is given alongside quiescence and coolness, then 
perhaps it could be translated as “conduct for purity.” Of course, it needs to be borne in mind that “purity” means 
sexual chastity and purity of mental afflictions.

2. Three meanings of paramārtha

Next, I wish to examine the term paramārtha, which has already figured in the previous section. As is well known, 
three interpretations of the compound parama-artha are given in the Madhyāntavibhāga III.11ab and commentaries 
on this verse.20

 1. artha: object of ultimate [knowledge] (G. Tatpuruṣa) = object of nondiscriminating knowledge = thusness

 2. prāpti: ultimate aim (Karmadhāraya) = nirvāṇa

 3. pratipatti: that which has the ultimate aim (Bahuvrīhi) = path

 As for the interpretation of this compound in the Vyākhyāyukti, first in connection with the first meaning, as has 
been previously pointed out, we find in chapter 4:

 “Ultimate” (*parama) is supramundane knowledge, and because it is its object (*artha), it is the ultimate 
object (*paramārtha). The own (i.e., specific) characteristics of both (karman and vipāka) are not its object, 
for its object is the general characteristic of ineffability (*nirabhilāpya/anabhilāpya-sāmānyalakṣaṇa).21

A similar definition is also given in chapter 3 of the Vyākhyāyukti:

 Supramundane knowledge is “ultimate.” Because it is its object, it is the “ultimate object,” and it is that 
which is its objective sphere (*viṣaya).22

Meanwhile, “brahmacarya in an ultimate sense” found in sūtra passage 58 quoted earlier could possibly correspond 
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to the third of the above three meanings if one takes into account the fact that the goal of the noble eightfold paths is 
nirvāṇa. Or perhaps it does not fall under any of these three meanings. For example, “śramaṇa-hood in an ultimate 
sense” in sūtra passage 9 corresponds to the uncontaminated (anāsrava) path and, according to Guṇamati, the noble 
eightfold paths, and if one possesses this, then one becomes a śramaṇa, in which case it could perhaps be translated 
as “śramaṇa-hood in a true sense.” Further in sūtra passage 30 (see Reference Material) we even find the phrase 
“ultimate (paramārtha) [impermanence].” In this case, “impermanence in an instant” is said to be “ultimate” because 
it lies at the root of “impermanence of the continuum” and “impermanence of change.”

Summary

If we take into account the above-mentioned three meanings of paramārtha and also try to bring out its nuances, then 
paramārtha could perhaps be translated as “(the) ultimate.”23

3. Two meanings of kāma

It is known that kāma, usually translated as “desire,” can signify either an object of desire or desire itself, and in Pāli 
these two meanings are differentiated as vatthukāma and kilesakāma respectively.24 In Chinese they were rendered by 
Xuanzang 玄奘, for example, as shiyu 事欲 and fannaoyu 煩惱欲.25 These correspond to desire as a thing, or 
objective kāma, i.e., an object of desire, and desire as a mental affliction, or subjective kāma, i.e., desire itself.
 In this regard Vasubandhu provides an interesting interpretation of part of sūtra passage 18.

 “(1) With desire (*kāma) as the cause, (2) with desire (*kāma) as the source, (3) with the object of desire 
(*kāma) as the subject, and (4) with the very objects of desire (*kāma) as the cause […].”

This is part of the sūtra passage, and it explains the reasons that people quarrel with one another.
 The original Sanskrit term common to all four phrases is surmised to be the single term kāma. In interpreting 
these phrases, Vasubandhu employs the above-mentioned framework of kilesakāma (kleśakāma) and vatthukāma 

(vastukāma) and, further differentiating between that which has been obtained and that which has not been obtained, 
explains the above passage in the following way: “(1) with a wish (*chanda) for an object that has not been obtained 
as the cause, (2) with passion (*rāga) for an object that has been obtained as the source, (3) with an object of desire 
that has not been obtained as the subject, and (4) for the sake of objects of desire that have been obtained.” Not only 
is it evident that translating kāma uniformly as “desire” would be problematic insofar that Vasubandhu divides kāma 
into two kinds, but it is also intriguing to see how in his interpretation of the sūtra passage he discovers meaning and 
significance in individual words that would seem to be merely repetitious. According to Vasubandhu, that above 
phrases explain “by what cause and for what reason [people] quarrel.”
 In sūtra passages 17 (see Reference Material) and 85 kāma is, according to Guṇamati, used in the second sense. 
As well, in for example sūtra passages 68 and 80 kāma is not defined. Further, there are instances in which kāma 
refers to the realm of desire (kāmadhātu) among the three realms.

[Sūtra 85] (opening section)

 “One (1) does not accept, (2) renounces, (3) eliminates, and (4) ends discursive thinking about objects of 
desire26 that has arisen.”27

The above is a sūtra passage.

[Sūtra 68] (in Interpretation V)

 The self is not a refuge, [for]28 it is dependent on objects of desire.29

[Sūtra 87] (opening section)
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 “He practises (1) in order to become disenchanted with, (2) in order to become dispassionate towards, and (3) 
in order to extinguish desires (*kāma).”30

The above is a sūtra passage.

[Interpretation I]

“Desires” is the realm of desire (*kāmadhātu). “Forms” is the realm of form.

Summary

The traditional Sino-Japanese translation of kāma is yu (Jp. yoku) 欲 (“desire”), but it needs to be translated as either 
“object of desire” or “desire” depending on the context. However, the question of how far to apply this to sūtra 
passages from āgamas is a separate issue.
 As in the previous case of brahmacarya, in this case of kāma too it could perhaps be considered that a term 
originating in Brahmanism (which was for Śākyamuni general usage in the world at large) was modified by 
Buddhism. It is well known that the Udānavarga includes the following words: “Various things in the world are not 
kāmā (pl.); kāma (sg.) is human thought and passion.”31 This could be understood on the basis of the earlier contrast 
between vatthukāma and kilesakāma as meaning that in general usage the objects of desire are kāma, but in a more 
fundamental (or ultimate!) sense desire itself is kāma. There is not sufficient space to examine the origins of these 
two terms here, but in the “Cintāmayībhūmi” of the Yogācārabhūmi cited in n. 25 it is stated that the severance of 
vastukāma means that while someone may have gained faith in Buddhism and, seeing that the life of a layman entails 
suffering, may have left home to become a renunciant, he has still not been long free from lust (*kāmarāga: passion 
in the realm of desire), whereas the severance of kleśakāma refers to the next stage in which he practises in order to 
completely sever lust and succeeds in doing so.32 Taking this into account, it could be said that in the above verse 
from the Udānavarga the general usage of kāma has been modified and transformed so as to bring it in line with the 
Buddhist teaching of eradicating mental afflictions themselves, and it can also be understood in terms of the 
framework of the conventional and the ultimate.

4. Terms that cannot be translated without taking into account the Buddhist worldview

For instance, the interpretation of “practice related to merit,” “practice related to goodness,” and “practice related to 
excellence” in sūtra passage 21 (see Reference Material) is premised on the theory of the three realms, and it is 
pointless to simply convert puṇya-karman and āneñjya/āniñjya-karman into their modern equivalents. It is necessary 
to present the distinctive worldview on which they are premised, and one needs to provide notes of some substance 
and seek the reader’s understanding of the terms in question in the context of the system of thought as a whole.

5. Examples that must be interpreted figuratively even if there exist illustrative sentences

In sūtra passage 22 (see Reference Material) it is stated that the object of human desire is itself the ocean. This is a 
purely figurative usage and not an illustrative sentence of the usage of the word “ocean.” As in the cases of 
brahmacarya and kāma, it takes the familiar concept of “ocean,” modifies it while taking account of general usage, 
and skilfully leads the audience to the topic of the annihilation of mental afflictions.
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Concluding Remarks

In the above I selected the three terms brahmacarya, paramārtha, and kāma from among sūtra passages 9–31, 
dealing with the subject of mental afflictions, in chapter 2 of the Vyākhyāyukti, in which Vasubandhu provides 
interpretations of terms appearing in sūtra passages from āgamas, and I examined their meaning and provided 
tentative modern equivalents. The reason that these three terms were selected is that they happened to attract my 
attention within the confines of sūtra passages 9–31, but in the event brahmacarya and kāma both turned out to have 
two meanings that can, moreover, be understood in a correlated manner; that is, they can both be interpreted within 
the framework of the conventional and the ultimate. In addition, I also pointed out that when providing modern 
equivalents it should be noted that there are instances when the mere provision of a modern equivalent without 
presenting the associated worldview does not assist the reader’s understanding of the term’s meaning and that there 
are “illustrative sentences” that require the interpreter to make certain choices.

Abbreveations
D:  Sde dge edition of Tibetan Tripiṭaka.
Lee:  See Lee 2001.
P:  Peking edition of Tibetan Tripiṭaka.
Sūśa:  Sūtrakhaṇḍaśata = Vyākhyāyukti-sūtrakhaṇḍaśata (rNam par bshad pa’i rigs pa’i mdo sde’i dum bu brgya). D No. 4060 

(Śi), P No. 5561 (Si).
T:  Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大蔵経.
VyY:  Vasubandhu, Vyākhyāyukti. D No. 4061 (Śi), P No. 5562 (Si); cf. Lee 2001.
VyYT:  Guṇamati, Vyākhyāyukti-ṭīkā. D No. 4069 (Si), P No. 5570 (I).
(For other abbreviations and bibliography, reference should be made to Horiuchi 2009)
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Notes
1 Saitō et al. 2011; Enomoto et al. 2014; Saitō et al. 2014.
2 There is also a text called Sūtrakhaṇḍaśata which presents the sūtra passages with their surrounding context along with other 

sūtra passages of which Vasubandhu quotes only parts when interpreting the sūtra passage in question (see, e.g., Sūtra 9). An 
appropriate interpretation of the character of this work was provided for the first time by Ueno (2012b).

3 I received a Grant-in-Aid for Young Scientists (B) in 2010–12 and undertook an annotated translation of chapter 2 of the 
Vyākhyāyukti. While it would be desirable to present a complete annotated translation together with an index, in the present 
article I have presented a partial translation so as to meet part of my obligation to report on the results of my research.

4 Vyākhyāyukti, chap. 1 (Yamaguchi 1973: 159; AKBh, 371.2–3; Honjō 1989: 45; Ishikawa 1993: 54; Lee 2001: 2; Honjō 
2014: 6055): tshangs par spyod pa ni mnya ngan las ’das pa’i lam yin no// mya ngan las ’das pa ni mchog tu gtso bo yin pa’i 
don gyis tshangs pa yin te/ zhi ba dang bsil bar gyur pa dang tshangs par gyur pa zhes gsungs pa’i phyir ro// der gang gis 
spyod par byed ba dang/ ’gro bar byed pa dang/ thob par byed pa de ni tshangs par spyod pa yin te/ ’dis myos par ’gyur bas 
chang zhes bya ba bzhin no//.

5 Many examples of the use of brahmacarya in the Upaniṣads and Nikāyas have been collected by Kōda (1967). Sakurabe 
(1997: 11) writes that in the context of Early Buddhist scriptures, “brahmacarya is a representative term expressive of 
Buddhist practice, but the same word was also used from early times especially in the sense of ‘not engaging in sexual acts’ 
(amethuna).” He also points out that the former usage is far more frequent.

6 AKBh, 318.12–13.
7 AKVy, 497.28–29.
8 T26.497a21–24: 云何貪欲。謂於諸欲境。起欲樂欣喜。
9 Similar observations can be seen in Schopenhauer (“Nachträge zur Lehre von der Nichtigkeit des Daseyns” in Arthur 

Schopenhauer, Sämtliche Werke, hg. v. Arthur Hübscher, 7 Bde, Wiesbaden, 3. Aufl. 1972). He viewed the appetite for food 
and sex as a “spring device” that caused complex and ceaseless movement in the world of animals and humans, and he also 
considered “boredom” to provide some assistance in this.

10 Cf. Mvy, 8356: brahmacaryaṃ ca me cirasthitikaṃ bhaviṣyati.
11 VyYT: rab tu byung ba brgyud pa dang/ rtogs (P: rtog) pa brgyud pas so//
 I am indebted to Dr. Tomebechi Tōru 苫米地等流 for his assistance in interpreting this section. Initially I had inadvertently 

overlooked the correspondences involving (a) – (c), and as well as pointing these out, Dr. Tomebechi also noted that brgyud 
pa means “continuation” rather than “race” (since it is an interpretation of cirasthitikaṃ), that rab tu byung ba signifies the 
act of becoming a renunciant rather than a renunciant per se and corresponds to “conventional” brahmacarya, and that the 
reading rtogs pa is preferable to rtog pa and means “realization,” which corresponds to “ultimate” brahmacarya. I wish to 
express my gratitude to Dr. Tomebechi for his suggestions, which I have accepted in their entirety. One is also reminded of 
the statement in the Abhidharmakośabhāṣya that the Dharma has āgama (canonical teaching) and adhigama (realization ≒ 
enlightenment) as its essence (AKBh, 459.9 [AKK, VII.39ab]: saddharmo dvividhaḥ śāstuḥ āgamādhigamātmakaḥ// “The 
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right Dharma of the teacher (Śākyamuni) is of two kinds, having canonical teachings and realization as its essence”; this is 
also touched on in Interpretation II in sūtra passage 68). That the act of renunciation (and therefore also renunciants or the 
Saṅgha) and realization are transmitted means that the Buddhist order and the Buddhist teachings conveyed by the order are 
transmitted, and this would seem to accord with the present context.

12 (10) tshangs par spyod pa rjes su gzung (P: bzung) ba’i phyir dang/ tshangs par spyod pa yun ring du gnas par bya ba’i 
phyir te/ nga’i tshangs par spyod pa yun ring du gnas par ’gyur ba ni tshangs par spyod pa brda can dang don dam pa’i rjes 
su ’jug pa ste/ rab tu byung ba dang rtogs (D: rtog) pa (cf. VyY PD: par) brgyud pa gnyis so.

13 *maithunadharma. In this case it is best to specify the meaning of dharma, in the manner of Murakami and Oikawa (2009, 
s.v. methunadhamma), who define it as “the dhamma (custom, practice) of sexual congress.”

14 de la tshangs par spyod pa brda can ni ’khrig pa’i chos las ldog pa’o// brda can ni tha snyad can zhes bya ba’i tha tshig ste/
15 This sūtra passage concerns the fact that the kulaputra Nanda knew the proper amount of food to eat. See Ueno 2012b for the 

relevant sources.
16 According to Guṇamati, it is in order to dispel the suffering of wanting food.
17 E.g., SĀ 796, SN 45.39–40 (V.26): katamañ ca kho bhikkhave brahmacariyaṃ/ ayam eva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo/
18 MĀ 191; MN 122, Mahāsuññatasutta (III.117): (2) upadduto brahmacārī brahmacārūpaddavena.
19 tshangs par spyod pa’i ’dam ni rned pa dang bkur sti gang la chags na ’phags pa’i mya ngan las ’das pa’i lam yan lag 

brgyad par mi ’dod pa ste/ …
20 For a succinct summary, see Saitō 1999.
21 Matsuda 1985; Horiuchi 2009: 331.
22 Yamaguchi 1993; Matsuda 1985; Horiuchi 2009: 141, n. 95; Lee 2001: 192: brjod pa ni kun rdzob yin pas des khong du chud 

par bya ba’i bden pa ni kun rdzob kyi bden pa yin te/ gang la brjod par ’jug pa ste/ … ’jig rten las ’das pa’i ye shes dam pa 
yin no// de’i don yin pas don dam pa ste/ de’i yul gang yin pa’o//

23 PTSD, s.v. Parama: “the highest good, ideal; truth in the ultimate sense, philosophical truth.”
24 PTSD, s.v. Vatthu: “Here belongs the defn of kāma as twofold: vatthu-kāma and kilesa-kāma, or desire for realities, objective 

kāma, and desire as property of stained character, i. e. subjective kāma.”
25 Yogācārabhūmi, “Cintāmayībhūmi” (T.30.370a20).
26 ’dod pa la rnam par rtog pa, *kāmavitarka: According to Guṇamati, *kāma refers to form, sound, smell, taste, and tangibles, 

i.e., the objects of the five sense organs, while *kāmavitarka means “to form thoughts that have that (i.e., the five sense 
objects) as their object of cognition.”

27 ’dod pa la rnam par rtog pa ’byung ba dang du mi len cing/ spong bar byed la/ sel bar byed cing byang bar byed do// gnod 
sems la rnam par rtog pa byung ba dang/ rnam par ’tshe ba (D232b1) la rnam par rtog pa ’byung ba dang du (P: dus) mi len 
cing/ spong bar byed la/ sel bar byed cing byang bar byed do.

 Āgama Parallels
 AN 4.114, Nāga (II.117.25–28); no Chinese parallels. Cf. SWTF, s.v. kāmavitarka. See also the sūtra quoted by Guṇamati 

under Sūtra 9.
 Related Texts
 This passage is also used several times in the Śrāvakabhūmi. ŚrBh II, 102.4: (1) nādhivāsayati (2) prajahāti (3) vinodayati (4) 

vyantīkaroti. In addition, SBhV, III.5 gives kāma-vitarka, vyāpāda-v., and vihiṃsā-v. as trayaḥ akuśalavitarka.
28 This means “so long as” the self is dependent on objects of desire.
29 According to Guṇamati, “form and other objects.” This presumably refers to the five objects of desire.
30 ’dod pa rnams la yid ’byung (P: byung) bar bya ba’i phyir dang/ ’dod chags dang bral bar bya ba’i phyir dang/ ’gog par 

’gyur ba’i phyir sgrub pa yin no/
 Āgama Parallels
 AN I.64.12–13 (Saññojana): so kāmānaṃ yeva nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
 MĀ 21 (T1.448c29): 復學厭欲無欲斷欲。… (449a14) 復學色有斷貪斷業。
 Sūtra 20 also corresponds to this same sūtra.
 Related Texts
 These are stock phrases, and the same phrases are used in various sūtras in connection with disenchantment, etc., with 

saṅkhāra and paccuppanna cakkhu/viññāna too. Cf. SWTF, s.v. nirodha: NidSa, 6.17 etc.: nirvide virāgāya nirodhāya.
31 Udānavarga (F. Bernhard ed.), II.7.
32 T30.370ab.



349Journal of International Philosophy, No.4 2015

reference Material: 
Annotated Translation of Sūtras 9, 14, 17–22 & 30 

in Chapter 2 of VyY1

[Sūtra 9]
On those which belong to the party of defilement:

 “Any monk who (1) violates the precepts, (2) has an evil nature, (3) is rotten inside, (4) drips, (5) is defiled, 
(6) blows a conch shell, (7) claims to be a śramaṇa when he is not a śramaṇa, and (8) claims to be acting for 
purity when he is not acting for purity.”2

The above is a sūtra passage.

[Interpretation I]

“(1) Violates the precepts” because he commits3 the root sins (*maulī āpatti ≒ four pārājikas). “(2) Has an evil 
nature” because he has marred4 shamefulness and modesty (*hrī-apatrāpya).5 “(3) Is rotten inside” because he 
conceals his sin.6 “(4) Drips” because he does not renounce manifest activity (*samudācāra). “(5) Is defiled”7 
because he does not give rise to the right Dharma. “(6) Blows a conch shell”8 because he behaves like an ass,9 as is 
taught in the Ass (*Gardabha) Sūtra.10

1 VyY, D45a–, P51b–, Lee: 46ff.
2 dge slong gang (1) tshul khrims ’chal ba/ (2) sdig pa’i chos can/ (3) khong myags pa/ (4) ’dzag pa/ (5) shing rul lta bu/ (6) 

bong (P: bung) bu ltar kun tu (D: du) spyod pa/ (7) dge sbyong ma yin par dge sbyong du khas ’che ba/ (8) tshangs par spyod 
pa can ma yin par tshangs par spyod pa can du (P: tu) khas ’che ba de ni.

 Āgama Parallels
 MĀ 65 (T1.507b19); no Pāli parallel. Cf. SĀ 1174 (T2.315a5–7), SN 35.200.12, Dārukkhanda 1 (IV.180f.).
 Related Texts
 Mvy, 9136–9144 (Mvy(IF), 9073–): (1) duḥśīlaḥ, (2) pāpadharmaḥ, (3) antarpūtir, (4) avasrutaḥ, (5) kaśaṃbakajātaḥ, (6) 

śaṅkhasvarasamācaraḥ, (7) aśramaṇaḥ śramaṇapratijñaḥ, (8) abrahmacārī brahmacārīpratijñaḥ.
  Negi, s.v. lung bong ltar spyod pa, quotes the Vinayavastu, where this series of terms appears. They are explained in 

detail in the VastSg (T30.819a20–23) and ParySg (T30.770b10ff., YBh, D 'i 43b5–44a6). There are similar passages in the 
Śrāvakabhūmi (Śrāvakabhūmi Study Group 1998: 28–29, 82–83), the latter of which occurs in the context of neglecting 
one’s vows (samādānaparibhraṣṭa). Passages of similar import are also found in AKK, IV.40 and MĀ 122 (T1.611c).

3 lhag par spyod pa, *ā√pad.
4 chud gson pa, *√naś ≒ ‘to lack’...
5 According to Guṇamati, “because shamelessness is unwholesome.” In the seventy-five elements in five categories, 

shamelessness and immodesty are included among the akuśala-mahābhūmika. See Saitō et al. 2011.
6 *avadya ‘that which is blameworthy’.
7 shing rul lta bu: *kaṣ(/ś)aṃbakajāta, Pāli kasambujāto. Cf. BHSD, s.v. kaśambaka-jāta. YBh: shing rul gyis brnyogs pa’i 

chu lta bur gyur pa, 水生蝸螺. Gualuo 蝸螺 is a type of spiral shell. According to the explanation in the ParySg, this refers 
to contaminated water. That is, one cannot quench one’s thirst by drinking (≒ listening) water contaminated by spiral shells 
(≒ violation of the precepts).

8 bong bu ltar kun tu spyod pa, *śaṅkhasvarasamācara: The first half of this compound is sankassara (‘doubtful’) in Pāli, and 
as a whole it means “he who engages in doubtful conduct.” But if it is sankha, then it means “conch shell.” SĀ has “sound of 
blowing a shell” (吹貝之聲), and YBh has “sound of a conch” (螺音).

9 lung bong ltar kun tu spyod pa.
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 “<<Monks, for instance, even if an ass follows after a herd of cows and thinks, ‘I too am a cow, I too am a 
cow,’ it does not have the appearance of a cow, it does not have the fine colour (*varṇa) of a cow’s hide, and 
it does not have the voice of a cow. Monks, likewise, if a foolish person here follows after a large group 
(saṅgha) of monks and thinks, ‘I too am a monk, I too am a monk,’ he has no vast resolve (*adhimukti) at the 
proper time and does not study the learning about morality (adhiśīlaṃ śikṣā), the learning about the mind 
(adhicittaṃ śikṣā), or the learning about wisdom (adhiprajñaṃ śikṣā) at the proper time. Monks, furthermore, 
even if that foolish person follows after the large group of monks, he will however be far [removed] from the 
group of monks, and the group of monks will also be far [removed] from him.>>

 <The hooves are the same [but] it has no horns, it has four legs,> has a mouth that utters sounds, utters 
sounds, <and always goes in amongst cows, [but] this [animal = ass] is unable to utter the sound of a cow.

 Likewise, if a person here does not establish (*upa√sthā) mindfulness (*smṛti), does not abide in the 
supreme teaching of the Well-Gone One (*su gata = Buddha), is slothful, and has no respect, he will not 
touch the foothold (*pada ≒ nirvāṇa)11 of the unconditioned (*asaṃskṛta).

 Furthermore, even if that ass goes in amongst cows, it is far [removed] from the cows. Furthermore, it is 
said that even if such a person is in the Saṅgha, he is far [removed] from the assemblies of the noble 
ones.>12

—as [is stated] in the verses.
 That (= (6)) too is due to two kinds of causes: (i) because he claims śramaṇa-hood in an ultimate sense13 on 
account of desiring evil (= (7)), or (ii) because he claims to abstain from coitus (’khrig pa, *maithuna) (= (8)).14

 In brief, six faults in a monk wrongly practising the precepts have been explained:15 (I) the fault that [his] 
practice is wrong, (II) the fault that [his] thinking is wrong, (III) the fault of not being free from his misdeeds, (IV) 
the fault of consequence; (V) the fault of not having the ability of penetration,16 and (VI) the fault of wrong 
livelihood.

[Interpretation II]

Furthermore, “(3) is rotten inside” because he abides in unbearable thought [like] an insect’s egg.17 “(4) Drips” 

10 SĀ 828. Vasubandhu quotes part of the verses, while Guṇamati quotes from the first half of the prose section. As is pointed 
out by Ueno (2012b: (41), n. 5), the verses given in the SūŚa together with the passage quoted by Guṇamati (enclosed by 
double angle brackets) correspond to almost the full text of SĀ 828.

11 In chapter 1 of the Vyākhyāyukti it is pointed out that *pada has nine meanings, the first of which is nirvāṇa (Ueno 2010: 
(77)).

12 As is pointed out in Ueno 2012b, this corresponds to SĀ 828 (T.2.212b19–26).
13 don dam pa’i dge sbyong gi tshul, *paramārtha-śrāmaṇya: AKBh, 369.6ff. (ad VI.51a) has: “‘The untainted path is śramaṇa-

hood.’ The uncontaminated path is śramaṇa-hood. Indeed, by this one becomes a śramaṇa.” (śrāmaṇyam amalo mārgaḥ 
(VI.51a) anāsravo mārgaḥ śrāmaṇyam/ tena hi śramaṇo bhavati). It further says: “The ordinary person is not a śramaṇa in 
an ultimate sense because [mental afflictions] have not been completely calmed” (anatyantaśamanān na pṛthagjanaḥ 
paramārthaśramaṇaḥ). According to Guṇamati, it refers to the noble eightfold paths.

14 Guṇamati associates this with “(8) claims to be acting for purity when he is not acting for purity.”
15 Phrases (1) – (5) correspond to (I) – (V) and (6) – (8) correspond to (VI).
16 rtogs pa’i skal ba: Cf. rtogs pa’i skal ba can: prativedhanābhavyaḥ (Negi).
17 rtog pa mi bzad pa sbrang rkyang: Guṇamati quotes a passage corresponding to AN 11.18 (V.348.17ff.) (cf. MN 33, 

Gopālako) and SĀ 1249 (T2.342c; Chung 2008: 205). The words sbrang rkyag mi sel ba in the passage quoted by Guṇamati 
correspond to na āsāṭikaṃ sāṭetā in the Pāli and 不去蟲 in the Chinese translation. It is to be surmised, therefore, that sbrang 
rkyag corresponds to āśāṭikā (BHSD, s.v. āśāṭikā). In this sūtra, failure to eradicate discursive thinking about objects of 
desire (*kāmavitarka) is equated with failure to remove the eggs of an insect. See also Sūtra 85.
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because he does not conceal the wounds of the six sense organs. By means of these synonyms (viewpoints)18 six 
kinds of wrong have been explained: (I) the wrong of [his] practice, (II) the wrong of [his] thinking, (III) [the wrong 
of his] abiding, (IV) [the wrong of his] movement, (V) [the wrong of his] ability, and (VI) [the wrong of his] means 
of livelihood.

[Sūtra 14]

 “The five obscurations <that soil the mind> are <(1) the obscuration of passion, (2) the obscuration of anger, 
(3) the obscuration of torpor and sleepiness,19 (4) the obscuration of agitation and remorse,20 and (5) the 
obscuration of doubt.”21

The above is a sūtra passage.

[Interpretation I]22

The purpose of there being only five [obscurations]23 is [1] the obscurations relating to practising concentration are 
two obscurations (= (1), (2)). [2] The obscurations to entering concentration are three because [2-1] the mind is 
concentrated within (= (3)), [2-2] because it vacillates without (= (4)), and [2-3] because it is unable to attain 
certainty in application24 [to concentration] (= (5)).

[Interpretation II]25

Furthermore, the obscurations to practising calmness and insight26 are two obscurations (= (1), (2)); as for [the 
obscuration to] entering calmness, because there is the fault of dispiritedness, the obscuration to calmness is one (= 
(3)), and as for [the obscurations to] entering insight, because there are (i) [the fault of] not being completely calm 

18 This means that the interpretations of (III) and (IV) also differ.
19 Gotō (Sakamoto) 2006; Enomoto et al. 2014.
20 Saitō et al. 2011.
21 sgrib pa lnga po sems nye bar nyon mongs par byed pa dag ni (1) ’dod pa la ’dun pa’i sgrib pa dang/ (2) gnod sems dang/ 

(3) rmugs pa dang/ gnyid dang/ (4) ’gyod pa dang/ (5) the tshom gyi sgrib pa’o.
 Āgama Parallels
 SĀ 707 (T2.189c15–18), SN 46.38, Āvaraṇanīvaraṇa (V.94.17–95.4), as pointed out in Ueno 2012b.
 The five obscurations are taught in many sūtras and are the main topic of SĀ 704–710 (711). In all of these sūtras it is stated 

that one should sever the five obscurations and practise the seven factors of awakening (bodhyaṅga). In particular, the phrase 
煩惱於心 (cetaso uppakkilesā) in SĀ 707 (SN, V.94ff.) tallies with sems nyon mongs par byed pa in the VyY (although it is 
immediately followed by phrases not found in the VyY).

 Related Texts
 As is pointed out in Ueno 2012b, this sūtra is also mentioned in the VyY, I (Ueno 2013: (16)ff.), and it is also quoted in the 

AKBh and AKUP (Honjō 2014: [2022]). An interpretation of the five obscurations is given in the VastSg (T30.803c–804a, D 
196b3ff.), but it does not correspond to the āgama cited in Interpretation IV. However, a distinctive parallel can be seen in (2) 
“because one does not tolerate criticism, deprecation, instruction, and so on” (gleng ba dang/ sma dbab pa dang/ rjes su 
bstan pa la sogs pa). In addition, (3) is deemed to run counter to calmness and (4) to insight.

22 = On the practice of mental concentration [*samādhi] and entry into mental concentration.
23 According to Guṇamati, the purpose of there being only five obscurations when all mental afflictions are obscurations or 

obstacles is that these five hinder the arising of wholesome qualities.
24 yang dag par sbyor ba, saṃniyojana: AKBh, 340.9, 212.20. According to Guṇamati, “application” means to cultivate equally 

constricted (*saṃkṣipta), distracted (*vikṣipta), depressed (*līna), and other thoughts, and because of an inability to obtain 
certainty in this “application” there is “(5) the obscuration of doubt.”

25 = On calmness [*śamatha] and insight [*vipaśyanā].
26 According to Guṇamati, “calmness” is nothing other than a “special concentration,” while “insight” is a “special wisdom” 

(*prajñāviśeṣa). Guṇamati gives a similar interpretation in his comments on Sūtra 68.
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and (ii) the fault of uncertainty, the obscurations to insight are two (= (4), (5)).27

[Interpretation III]28

Furthermore, the obscurations to morality are two (= (1), (2)) because one causes broken precepts on account of 
passion and anger. The obscurations to concentration are also two (= (3), (4)) because (i) the mind is dispirited within 
and (ii) because it vacillates without. The obscuration to wisdom is one (= (5)) because one is unable to attain 
certainty.

[Interpretation IV]

In an āgama there appears:

 “The obscuration to morality is one (= (1)) because one deviates from conduct for purity (*brahmacarya). 
The obscuration to instruction (*avavāda) is also one (= (2)) because one does not accept words because of it. 
At times of calmness,29 agitation (*pragraha),30 and equanimity (*upekṣā)31 the obscurations to 
accomplishing them are three (= (3), (4), (5)).”

[Sūtra 17]

 “The objects of desire (*kāma) for people are (1) impure (*aśuci), (2) foul-smelling (*durgandha), (3) 
malodorous (*āmagandha), and (4) discordant (*pratikūla).32 <On the other hand, the objects of desire for 
gods are far superior and finer.33>”34

The above is a sūtra passage.

27 According to the YBh (T30.727b), the obstacles to calmness are (4) the obscuration of agitation and remorse, the obstacles to 
insight are (3) the obscuration of torpor and sleepiness and (5) the obscuration of doubt, and the obstacles to both are (1) the 
obscuration of passion and (2) the obscuration of anger.

28 = On morality, concentration, and wisdom.
29 Guṇamati refers to the ŚrBh (T30.456a, ŚrBh, 391.10) in connection with calmness, agitation, and equanimity, and the 

explanations of these three states in this note and the next two notes are based on this. First, “calmness” is a tranquil state of 
mind without distinguishing characteristics and without discrimination.

30 “Agitation” means to give encouragement to the mind by means of the special quality of a pure object of cognition.
31 “Equanimity” means to be disinterested in the object of cognition or not to increase exertion directed at the object of 

cognition.
32 mi mthun pa.
33 Judging from the corresponding Pāli, *abhikrāntatara and *praṇītatara? The former is recorded in SWTF in the form 

abhikrānta while the latter is given in this same form.
34 mi dag gi ’dod pa rnams ni (1) mi gtsang ba rnams dang/ (2) dri mi zhim pa rnams dang/ (3) dri nga ba rnams dang/ (4) mi 

mthun pa rnams yin no// lha dag gi ’dod pa rnams ni lhag par ches ’phags pa dang/ ches gya non pa rnams yin no.
 Āgama Parallels
 MĀ 153 (T1.671b13–14). In the corresponding Pāli (MN 75, Māgandiyasutta) only the passage on the objects of desire for 

gods (I.505.24: dibbā kāmā abhikkantatarā ca paṇītatara) tallies.
  In addition, in MĀ 71 and SĀ 1122 (T2.298aff.) this series of phrases appears not in connection with “objects of desire” 

but in connection with the five objects of desire (DN 23, SN 55.54, Gilāyanam).
  The same phrases also appear in the interpretation of Sūtra 99.
 Related Texts
 SWTF, s.v. durgandha: SHT (IV) 30 f R5: (asthisaṃ)khalikāṃ (1) aśuciṃ (2) durgandham (sic) (3) āmagandhāṃ (4) 

pratikūlāṃ (but the context differs).
  The interpretation given in the VastSg does not tally. An interpretation of the same sūtra passage appears in the ParySg 

(T30.766c), and it is close to the interpretation given in the VyY.
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[Interpretation I]

Objects of desire, which are the basis35 of coitus,36 are “(1) impure” because it is necessary to wash the body on 
account of its becoming dirty; “(2) foul-smelling” because urine and faeces37 drip [from the body]; “(3) malodorous” 
because by nature they have flesh and blood as their own nature; and “(4) discordant” because each entity too is a 
basis for nausea (skyug bro ba’i gzhi) and because discordant (*pratikūla) [feelings] arise after having engaged in 
coitus.
 If that is so, the faults of a connection of objects of desire [with smell] (= (1)), dripping (= (2)), and own nature 
(= (3), (4)) have been explained by means of [two] single phrases and two [phrases].
 In this regard it says again:

 “The objects of desire (I) are impure, are dirty and must be washed,

 (II) smell foully of urine and faeces, (III) are malodorous by their own nature,
 and (IV) are each discordant. Therefore, they are to be condemned,

 for after having engaged in coitus too discordance arises.”

[Interpretation II]

Furthermore, “(1) impurity” is of two kinds: (i) the impurity of pus38 and (ii) the impurity of mental afflictions. As 
was said (i') [about the impurity of pus]:

 “Discern how this very body is filled with various kinds of impurities.”39

(ii') As for the impurity of mental afflictions, it is as appears in:

 “Cunda, that which makes impure […].”40

 Therefore, in order to show that (i) pus is “(1) impure,” it was stated that they “(2) are foul-smelling.” In order to 
show the particularity of the foul smell, it was stated that they “(3) are malodorous.” “(4) Discordant” is as before. 
Because if they were not said to be “(1) impure,” the characteristic of “(2) foul-smelling” on account of the impurity 
of pus would not be shown. Because if they were not said to be “(2) foul-smelling,” it would not be shown that “(3) 
malodorous” is to be condemned.

[Interpretation III]

In an āgama there appears:41

 “‘(1) Impure’ is the teaching and the rest is the explanation. Therein, in brief, the objects of desire are of two 

35 According to Guṇamati, the “basis” is objects such as form that are counted among sentient beings, i.e., the body.
36 ’khrig pa, *maithuna: According to Guṇamati, sexual congress (gnyis kyis gnyis sprod pa, *dvayadvayasamāpatti [Mvy]).
37 Mvy, 4043–4044: gcing, mūtram; phyi sa, gūtham.
38 rnag: Mvy, 4041: pūyam.
39 Parallels are found in SĀ 1165 (T2.311a27–28) and SN 35.127, Bhāradvāja (IV.111).
40 mig chung mi gtsang bar byed pa: As is pointed out in Ueno 2012b, the corresponding sūtra is SĀ 1039 (Pāli AN 10.176 

[V.263–268] does not tally very closely). This sūtra teaches that the ten unwholesome deeds are “impure.” Since the person 
who appears in this sūtra is called Cunda (Chuntuo 淳陀), I take mig chung to be a translation of his name.

  According to Guṇamati, “all mental afflictions and secondary mental afflictions are nothing other than ‘(1) impure’. 
Among the ten unwholesome ways of action, which are taints of the mind, the seven with form (i.e., the seven kinds of 
physical and verbal action) are ‘impure’ because they are caused by the impurity of mental afflictions. The three of anger and 
so on (i.e., mental action) [are ‘impure’] by nature.”

41 According to the Tibetan translation, the entire passage as far as the final ’byung ngo (“there appears”) is a quotation from an 
āgama. However, if only the first sentence is regarded as a quotation from an āgama, then it tallies with the ParySg 
mentioned above.



354 Brahmacarya, Paramārtha, and Kāma: Interpretations and Modern Equivalents Based on the Interpretations in Chapter 2 of the Vyākhyāyukti with Annotated Translations of Sūtra Passages 9, 14, 17–22 & 30

kinds: (i) food as objects of desire and (ii) coitus as objects of desire. As is stated in the *Bimbisārasūtra:42

 ‘Here some say that foods and drinks and likewise flavours and women are objects of desire.43

 <Observing these to be stains in the substratum (*upadhi ≒ five aggregates), I therefore do not delight in 
sacrifice (*yaṣṭa/iṣṭa) and offering.>’

 Therein (i') because food as objects of desire changes, they ‘(2) are foul-smelling and (3) malodorous’, for 
they are the substance (dngos po) of urine and faeces and change into the substance of the flesh and so on [of 
the body]. (ii') Because coitus as objects of desire changes, they ‘(4) are discordant’, for once they are 
dissociated from ardent desire44 discordance arises.”

[Sūtra 18]

 “(1) With desire as the cause, (2) with desire as the source, <(3) with the object of desire as the subject,45 and 
(4) with the very objects of desire as the cause, mother quarrels with child, child with mother, father with 
child, child with father, brother with sister, sister with brother, and friend with friend, not to mention people 
with people.>”46

The above is a sūtra passage.
 It should be known that mental afflictions as desire47 are of two kinds: wish and passion.48 Things as desire (i.e., 
objects of desire)49 are also of two kinds: that which has been obtained and that which has not been obtained.50 “(1) 
With desire as the cause, (2) with desire as the source” is due to the two kinds of mental afflictions as desire.51 “(3) 

42 ral pa can gyi mdo sde: According to Skilling 2000: 341, this is the Bimbisāra pratyudgamanasūtra (P No. 955, Vol. 38). 
Although this verse is not quoted in the AKBh, mention is made of the Bimbisārasūtra (AKBh, 465.20). Sources are given in 
Honjō 2014: [9013], and materials on this verse are given in Miyasaka 1983: (48)–(49).

  CPS, 27c.20 (III.344): (annāni pānāni tathā rasāṃś ca) (kām)āṃś ca strīś caiva vadanti haike/
  etāṃ (*tāvan) malān upadhau saṃprapaśyaṃs tasmān na yaṣṭe (*iṣṭe) na hu(te rat)o ’ham// (*Cf. SBhV, I.155)
  MĀ 62 (T1.497c8–9): 飲食種種味爲欲故事火。生中見如此是故不楽事。
43 The SūŚa has ’di na kha cig ’chi (*maranti), but my translation follows CPS, vadanti haike (cf. de Jong, IIJ, 18-3/4, 1978, 

reviews, 326: vadant’ ihaike), ’di na … smra. (The corresponding Chinese translation quoted in the previous note has “serve 
fire” [事火], while the Pāli has abhivadanti yaññā.) This verse originally appears in the context of Uruvela-Kassapa’s reply 
to Śākyamuni’s question about why he no longer tended the sacred fire. (Uruvela-Kassapa was one of the three Kassapa 
brothers and a former brahmin who had served the god of fire; for details, see Nakamura 1992.)

44 yongs su gdung ba, *paridāha: Cf. BHSD, s.v. paridāha: “feverish longing, ardent desire, substantially = tṛṣṇā.” Here it may 
be considered to signify sexual desire. “Discordant” describes the feeling that arises after this desire has been fulfilled. In his 
commentary on the immediately foregoing sentence, Guṇamati states that it refers to post-coitus.

45 Cause: *hetu; motive: *nidāna; subject: *adhikaraṇa. Cf. (1) kāmahetu, (2) kāmanidānaṃ, and (3) kāmādhikaraṇaṃ in the 
corresponding Pāli text.

46 (1) ’dod pa’i rgyu dang/ (2) ’dod pa’i gzhi/ (3) ’dod pa’i dbang du bya ba dang/ (4) ’dod pa rnams kho na’i rgyus ma dang 
bu dang/ bu dang ma dang/ pha dang bu dang/ bu dang pha dang/ ming po dang sring mo dang/ sring mo dang ming po 
dang/ grogs po dang/ (D172a) grogs por rtsod par byed na/ skye bo dang (P: om skye bo dang) skye bor lta ci smos.

 Āgama Parallels
 MĀ 99 (T1.585a19–20), MN 13, Mahādukkhakkhanddhasutta (I.86.17–23).
47 According to Guṇamati, “‘Mental affliction as desire’ is ‘desire’ because it causes one to desire (*kāmayatīti kāmaḥ). 

Because mental affliction is desire, it is ‘mental affliction as desire’ (＝ Kdh), that is, wish and passion.”
48 ’dun pa, *chanda; ’dod chags, *rāga: According to Guṇamati, “wish” is directed at objects that have not been obtained and 

passion at objects that have been obtained.
49 According to Guṇamati, “Because things are desire, it is things as desire (＝ Kdh), for they are desired.”
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With the object of desire as the subject and (4) with the very objects of desire as the cause” is because of the two 
kinds of things as desire.52

If that is so, by what cause and for what reason [people] quarrel has been shown [by this sūtra passage].

[Sūtra 19]

 “<Monks, with regard to a woman’s form I do not see even a single form to be attached to, to be infatuated 
with, to desire, to love, to delight in, to lust for, to be stupefied by, to be bound by, and to be fettered by. 
People> (1) lust for, (2) become attached to, (3) long for, (4) are bound by, (5) are stupefied by, (6) covet, and 
(7) are infatuated with <a woman’s form>.”53

The above is a sūtra passage.
 (I) Because through passion (*rāga) possession54 arises, (II) because one dwells55 in the arisen [possession], (III) 
because one desires acquisition and enjoyment, (IV) because one repeatedly thinks about that method,56 (V) because 
one does not see the misery,57 (VI) because there arises tenaciousness towards grasping,58 and (VII) because one 
remains repeatedly on account of the mind’s absorption in attending59 on it because of dissatisfaction—[thus the sūtra 
phrases] should be known in sequence.

[Sūtra 20]
“<‘Kātyāyanīputra, what is the cause, what is the reason that kings quarrel with kings, brahmins quarrel with 
brahmins, and householders quarrel with householders?’

50 Mental afflictions as desire: *kleśakāma; things as desire: *vastukāma. According to PTSD, 598a, kilesakāma and 
vatthukāma form a pair. They also appear frequently as twin concepts in Sanskrit texts too (ŚrBh [T30.467b]). “Desire” in 
“mental afflictions as desire” refers to desire per se, while “desire” in “things as desire” refers to objects of desire.

51 According to Guṇamati, they have respectively a wish for an object (*viṣaya) that has not been obtained as the cause and 
passion for an object that has been obtained as the source.

52 According to Guṇamati, they respectively have things as desire for that which has not been obtained as the subject and are 
due to things as desire for that which has been obtained.

53 dge slong dag ngas ni ji ltar skyes pa bud med kyi gzugs la zhen par ’gyur ba dang/ rgyags par ’gyur ba dang/ ’dod par 
’gyur ba dang/ sdug par ’gyur ba dang/ dga’ bar ’gyur ba dang/ chags par ’gyur ba dang/ brgyal bar ’gyur ba dang/ ’ching 
bar ’gyur ba dang/ kun tu (D: du) sbyor bar ’gyur ba lta bu’i gzugs ni gcig (P: cig) kyang ma mthong ste/ skyes pa ni bud 
med kyi gzugs la (1) chags pa dang/ (2) zhen pa dang/ (3) ’chums (P: ’chum) pa dang/ (4) mdud pa (P: par) bor ba dang/ (5) 
brgyal ba dang/ (6) lhag par chags pa dang/ (7) lhag par zhen par ’gyur ba (D: gyur pa).

 Āgama Parallels
 AN 5.55, Mātuputtā (III.68.7-14); no Chinese parallel.
 Related Texts
 Mvy, 2191–2198: (1) rakta, (2) sakta, (3) gṛddha, (4) granthita, (5) mūrcchita, (6) adhyavasita, (7) adhyavasānam āpanna.
  SWTF, s.v. gṛddha: SHT (V) 1152 V2: raktā saktā gṛddhā grathitā mūrcchitā a+.
54 kun nas dkris pa, *paryavasthāna: Another term for mental afflictions, especially active or manifest mental afflictions. Eight 

or ten such mental afflictions are counted, including shamelessness and immodesty. Cf. AKK, V.47.
55 dang du len pa, adhi√vas.
56 de’i thabs: According to Guṇamati, the method for acquiring (the object of one’s desire).
57 nyes dmigs, *ādīnava.
58 yongs su gzung ba la kun tu ’dzin pa: According to Guṇamati, this refers to a woman’s form. All seven phrases in the sūtra 

passage pertain to this.
59 bsten, *√sev.
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‘Brahmin,60> because61 they (1) crave for, (2) covet, (3) adhere to, (4) are obsessed by, (5) and are attached to objects 
of desire <kings quarrel with kings, brahmins quarrel with brahmins, and householders quarrel with householders.’
‘Kātyāyanīputra, what is the cause, what is the reason that renunciants quarrel with renunciants?’
‘Brahmin, because they (1) crave for, (2) covet, (3) adhere to, (4) are obsessed by, (5) and are attached to views 
renunciants quarrel with renunciants.’>”62

The above is a sūtra passage.

[Interpretation I]

It is in sequence (I) manifest activity,63 (II) applying oneself,64 (III) being overwhelmed,65 (IV) not being ashamed of 
it, and (V) delighting66 in it.

[Interpretation II]

Furthermore, it is in sequence the twosome67 of (I) delighting68 in, (II) seizing,69 and (III) wishing not to be separated 
from one’s own object of desire and (IV) delighting in and (V) being attached to another’s object of desire.
 With regard to views70 too, (1) craving for, (2) being attached to, and (3) adhering to views is the same. If the 
views are incompatible, by delighting one’s own view71 (4) one is obsessed by it. If the views are compatible, it 
should be known that by being enamoured72 of that view (5) one is attached [to it].
 Even if the above phrases were spoken as synonyms, there is no fault because they have a purpose,73 as was 

60 According to the Chinese and Pāli parallels, the brahmin’s name was Ārāma daṇḍa. This sūtra is one in which he poses 
questions to (Mahā)Kaccāna.

61 According to Guṇamati, “because” governs phrases (1) – (5).
62 kye kātyā’i (P: katya’i) bu gang gis ni (D: na) rgyal po rnams dang rgyal po rnams su rtsod par byed pa dang/ bram ze 

rnams dang/ bram ze rnams su rtsod par byed pa dang/ khyim bdag rnams dang/ khyim bdag rnams su rtsod par (P40a) byed 
pa’i rgyu ni gang/ rkyen ni gang/ 

 bram ze ’dod pa la (1) ’dod chags dang/ (2) lhag par zhen pa dang/ (3) rnam par bcings pa dang/ (4) yongs su zhen pa dang/ 
(5) kun tu (D: du) ’dod chags kyi rgyus rgyal po rnams dang rgyal po rnams su rtsod par byed/ bram ze rnams dang bram ze 
rnams su rtsod par byed/ khyim bdag rnams dang khyim bdag rnams su rtsod par byed do//

 kye kātyā’i (P: katya’i) bu gang gis ni (P: om ni) rab tu byung ba rnams dang rab tu byung ba rnams su rtsod par byed pa’i 
rgyu ni gang/ rkyen ni gang/

 bram ze lta ba la ’dod chags dang/ lhag par zhen pa dang/ rnam par bzings pa dang/ yongs su zhen pa dang/ kun tu (D: du) 
’dod chags kyi rgyus rab tu byung ba rnams dang rab tu byung ba rnams su rtsod par byed do.

 Āgama Parallels
 SĀ 546 (T2.141b26–c2), AN 2.4.6, Ārāmadaṇḍo (I.66.6(10)–15), as pointed out in Ueno 2012b.
 Related Materials
 Mvy, 2198–2201: (2) adhyavasānam, (3) vinibandhaḥ, (4) parigredhaḥ, (5) saṃrāgaḥ.
  This sūtra is also quoted in the AKUP, where mention is made of “farmers” after “kings” (Honjō 2014: 1022).
63 kun tu spyod pa, *samudācāra.
64 dang du len pa, *adhi√vas.
65 zil gyis gnon pa, *abhibhūta.
66 kun tu dga’ ba, *ā-√nand.
67 The two are (1) – (3) and (4) – (5), which concern oneself and others respectively.
68 mngon par dga’ ba.
69 yongs su bzung ba, *pari-√grah.
70 According to Guṇamati, these are the five (erroneous) views, starting with the view of (the existence of) a real body 

(*satkāya-dṛṣṭi).
71 According to Guṇamati, this means to think about how others might come to hold one’s own view.
72 rjes su chags pa, *anunaya.
73 dgos pa, *prayojana.
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explained previously.74

[Sūtra 21]

 “Monks, in those beings (1) there is no practice related to meaning (*artha-caryā), (2) there is no practice 
related to the teaching (*dharma-caryā), (3) there is no practice related to merit (*puṇya-caryā), (4) there is 
no practice related to goodness (*kuśala-caryā), and (5) there is no practice related to excellence (*kalyāṇa-

caryā).”75

The above is a sūtra passage.

[Interpretation I]

To seek, listen to, ponder, and preach the meaning (*artha) of a sūtra is “(1) practice related to meaning.” To seek the 
teaching,76 listen to, read aloud, chant, and teach [it] is “(2) practice related to the teaching.” To perform meritorious 
deeds regarding77 prosperity (*abhyudaya) by means of those two (i.e., practice related to meaning and practice 
related to the teaching) is “(3) practice related to merit.” To perform invariable action78 is “(4) practice related to 
goodness.” To cultivate the [thirty-seven] factors pertaining to awakening regarding definitive good (*niḥśreyasa)79 
is “(5) practice related to excellence” because there is no stain80 and because there is no change because there is no 
falling back.81

[Interpretation II]

Furthermore, giving is “(3) practice related to merit.” Morality is “(4) practice related to goodness” because one does 
not harm others on account of the meaning of happiness.82 Cultivation83 is “(5) practice related to excellence.”84

74 According to Guṇamati, “previously” refers to: dgos pa dag ni brgyad de/ rnam grangs gsungs pa ni ’dul ba tha dad pa’i 
phyir te/ de’i tshe dang phyi ma’i tshe kha cig la la (P: om la) las khong du chud par bya ba’i phyir dang zhes bya ba de lta 
bu la sogs pa’o//. This passage appears in VyY, I (D31b, P35a; Ueno 2009).

75 dge slong dag sems can de dag la ni (1) don spyod pa med/ (2) chos spyod pa med/ (3) bsod nams spyod pa med/ (4) dge ba 
spyod pa med/ (5) dge legs spyod pa med do.

 Āgama Parallels
 MĀ 160 (T1.682b16–17). The Pāli parallels are AN 7.69 and 70, but there are no identical phrases.
 Related Materials
 SWTF, s.v. kalyāṇacaryā: SHT (VI) 1324 V3; MAV(F), 8g.6,13: sādhv (1) arthacaryā sādhu (2) dharmacaryā sādhu (4) 

kuśalacaryā sādhu (5) kalyāṇacaryeti.
76 chos ’tshol ba, *dharmaparyeṣṭi.
77 I.e., for the purpose of.
78 mi g-yo ba’i las, *āneñjya/āniñjya-karma: According to Guṇamati, “action connected to [the realms of] form and non-form is 

invariable” (gzugs dang gzugs med pa na spyod pa’i las ni mi g-yo baʼo). This tallies with AKK, IV.46ab, according to which 
“a good (śubha) action in the realm of desire is meritorious [action], and above there (i.e., in the realms of form and non-
form) [a good action] is invariable.” Interpretation I takes (3), (4) and (5) to refer to three ascending stages.

79 Prosperity: mngon par mtho ba, Mvy, 5377: *abhyudaya; definitive good: nges par legs pa, Mvy, 1729: *niḥśreyasa... These 
two terms are used as a pair and may be considered to refer to mundane and supramundane states respectively. They also 
appear in the AKBh, 185.16, and according to the Lunji 論記 (196a) they pertain to better birth among humans and gods and 
to the superior path of definitive uncontaminatedness respectively. YBh, 149.8-9: abhyudayamārgo, niḥśreyasamārga 
(T31.310b: 最勝生道, 決定勝道). These two terms also appear in sūtra quotations in VyY, I (Ueno 2013: (5)).

80 According to Guṇamati, this means that it is untainted like gold, and it refers to the state of being uncontaminated (*anāsrava).
81 yongs su nyams pa.
82 According to Guṇamati, “because one upholds the renunciation of killing and so on” (srog gcod pa la sogs pa rnams spong 

ba yang dag par blang ba’i phyir ro//).
83 Giving (dāna), morality (śīla), and cultivation (bhāvanā) are known as the “three items of meritorious action” (AKK, 

IV.112ff.).
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[Sūtra 22]
“<Monks, foolish ordinary people uninstructed [in Buddhism] speak of ‘the ocean, the ocean’. [But] that [is not]85 
the ocean in the noble one’s teaching and discipline. Monks, that is [no more than] (1) a great repository of water, (2) 
a great river of water, (3) a great mass of water, and (4) a great current of water, and, monks, a person’s eye is the 
ocean.>”86

The above is a sūtra passage.

[Interpretation I]

Because the receptacle is large, it is “(1) a great repository of water.” Because water is large from the beginning,87 it 
is “(2) a great river of water.” Because it suddenly flows [together]88 from various rivers (chu klung, *nādī), it is “(3) 
a great mass of water.” Because it does not dry up, it is “(4) a great current of water,” for the water is always staying 
still.89

[Interpretation II]

In an āgama there appears:

 “By (I) the meaning of gathering together a great [amount of] water, (II) the meaning of not arising, (III) the 
meaning of having become one,90 and (IV) the meaning of not being exhausted, it is ‘(1) a great repository of 
water’ and as far as ‘(4) a great current of water’.”

[Sūtra 30]

 “Śroṇa, when any śramaṇas or brahmins, on the basis of form, which is (1) impermanent, <(2) unconstant, (3) 
unreliable, and (4) characterized by change, consider themselves to be superior, consider themselves to be 
equal,91 or consider themselves to be inferior,92 that is because all those śramaṇas and brahmins do not see 

84 According to Guṇamati, “practice related to meaning” and “practice related to the teaching” are the same as before.
85 The sūtra passage quoted by Guṇamati has de rgya mtsho dang (“that is the ocean and”), but I have translated this passage in 

line with SĀ (非聖所説) and SN (neso bhikkhave ariyassa vinaye samuddo). The negative particle ma was presumably 
wrongly inserted in (4) chu’i chu chen po ma yin gyi (“it is not a great current of water”).

86 dge slong dag byis pa so so’i skye bo thos pa dang mi ldan pa dag ni rgya mtsho rgya mtsho (D: om rgya mtsho) zhes tshig 
tu brjod (D: rjod) par byed do// ’phags pa’i chos ’dul ba la ni de rgya mtsho ma yin te (ma yin te; sic. dang)/ dge slong dag 
de ni (1) chu gter chen po dang/ (2) chu’i chu bo chen po dang/ (3) chu’i tshogs chen po dang/ (4) chu’i chu chen po {ma}  
yin gyi/ dge slong dag skyes bu’i mig ni rgya mtsho yin no.

 Cf. Mvy, 4163–4164: chu chen, mahārṇava; chu gter, jalanidhi.
 Āgama Parallels
 SĀ 216 (T2.54b23–24), 217 (T2.54c6–7). SĀ 217 corresponds to the sūtra quoted as Sūtra 77, and in the Pāli parallel the 

subsequent section corresponds to Sūtra 77. SN 35.187.2, 188.2, Samuddo 1, 2 (III.157).
  *The gist of this sūtra is that the six sense objects are known by the six sense organs and that the actions of body, 

speech, and mind whereby one longs for, becomes attached to, and lusts after sense objects are the true “ocean,” presumably 
because the mind, rather than the body, wallows in them.

 Related Materials
 VastSg (T30.811a).
87 ye nas: “from its source”?
88 glo bur du ’bab pa.
89 According to Guṇamati, because there is always water.
90 According to Guṇamati, “because it stays still because rainwater becomes one” (kun nas ’bab pa’i chu gcig tu ’gyur bas gnas 

pa’i phyir ro).
91 VyYT: mi ’dra’o (“are not equal”); SūŚa: khyad par du ’phags so (“are superior”). In the given context the negative particle 

is better omitted, as in Pāli sadiso and Chinese deng 等. See also the following note.
92 VyYT, SūŚa: dman pa ma yin no (“are not inferior”). The negative particle is better omitted, as in Pāli hīno and Chinese lie 劣.
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[things] as they really are. Śroṇa, when [any] śramaṇas or brahmins, [on the basis] that sensation is 
impermanent, that perception is impermanent, that volitional formations are impermanent, and that 
consciousness is impermanent and unconstant, as before.>”93

The above is a sūtra passage.

[Interpretation I]

With from “form, which is (1) impermanent” to “consciousness is impermanent” it teaches that the body94 arises and 
perishes, and with “(2) unconstant” [it teaches] that [the body] perishes in a short period of time. Again, by “(3) 
unreliable” [it teaches] that [the body] perishes at an undetermined time.95 By “(4) is characterized by change” [it 
teaches] that [the body] perishes in a different state, because it goes to an undesirable state.96 By one [phrase] (= (1)) 
it teaches that [the body] possesses two characteristics of the conditioned,97 by two [phrases] (= (2), (3)) [it teaches] 
the particularity of abiding because the [individual] continuum is short and the time [of death] is undetermined. By 
the fourth [phrase it teaches] that that very abiding changes into something else.

[Interpretation II]

Furthermore, by one [phrase] (= (1)) it denies that the body does not perish, and by the second [phrase it denies] that 
it perishes over a long period. By the third [phrase it denies] that it perishes at a determined time. By the fourth 
[phrase it denies] that it perishes without changing.

[Interpretation III]

Furthermore,98 by one [phrase] (= (1)) it teaches [I] the impermanence of perishing in an instant, and by two [phrases 
it teaches] [II] the impermanence of the perishing of the [individual] continuum, [in sequence] because it does not 
remain for a long period in the commonality of the group [of sentient beings]99 and because it may die in an untimely 

93 gro bzhin skyes dge sbyong (D: slong) ngam bram ze gang la la dag gzugs (1) mi rtag pa/ (2) mi brtan pa/ (3) yid brtan du 
mi rung ba/ (4) ’gyur ba’i chos can gyis che ba yin no snyam du rlom par byed/ {mi}  ’dra’o (SūŚa: khyad par du ’phags so) 
snyam du rlom par byed/ dman pa {ma}  yin no snyam du rlom par byed de (P: do)/ gro bzhin skyes dge sbyong (D: slong) 
ngam bram ze de thams cad ni de ltar yang dag pa ji lta ba bzhin du ma mthong ba’i phyir ro// gro bzhin skyes dge sbyong 
ngam bram ze tshor ba mi rtag pa dang/ ’du shes mi rtag pa dang/ ’du byed rnams mi rtag pa dang/ rnam par shes pa mi 
rtag pa dang/ mi brtan pa zhes bya ba snga ma bzhin no.

 Āgama Parallels
 SĀ 30 (T2.6a27–c2), SN 22.49, Soṇa (III.48.12ff.), as pointed out in Ueno 2012b.
  *In the SūŚa the final sentence differs from the text as quoted by Guṇamati; SūŚa: “Like form, it is the same through to 

consciousness.”
 Related Materials
 MPS, 19.6, etc.: (1) anityā bhikṣavaḥ sarvasaṃskārā (2) adhruvā (3) anāśvāsikā (4) vipariṇāmadharmāṇaḥ.
  The Pāli parallel mentions three items—anicca, dukkha, and vipariṇāmadhamma—which include suffering. The 

Chinese parallel has impermanence (無常), change (變易), and unstable form (不安穩色). The MPS tallies the most closely 
with the VyY.

94 Guṇamati mentions “the body characterized by the five aggregates of appropriation” (lus nye bar len pa’i phung po lnga’i 
mtshan nyid ni) and the “(individual) continuum” (rgyun, *saṃtati/saṃtāna).

95 dus ma nges par: This means that the time of death is not known.
96 According to Guṇamati, this refers to ageing.
97 As is noted by Guṇamati, these correspond to arising and perishing among the four marks of conditioned existence (arising, 

abiding, changing, and perishing). (2) and (3) correspond to “abiding” and (4) to “changing.” As regards the four (or three) 
marks of conditioned existence, the Sarvāstivādins maintain that these four marks occur in a single instant, whereas the 
Sautrāntikas explain them in terms of a single life-span (Hirakawa 1966 [1991]; Hayashima 1988). The interpretation given 
here in the VyY does not at least seem to see the four marks in a single instant.
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manner.100 By the fourth [phrase it teaches] [III] the impermanence of change. The first (= (1)) was taught by the 
selfsame word101 because it is the ultimate.102

In this regard it says:103

“[Interpretation II] It denies that (I) it does not perish, (II) it perishes over a long period, (III) [it perishes] at a 
[determined] time, and (IV) [it perishes] without changing.
[Interpretation III] Three kinds of extinction—(I) instant, (II) life-span, and (III) change—were also taught.”

98 Three kinds of impermanence are explained here. Impermanence is treated in detail in Hayashima 1998. According to 
Hayashima, the term vipariṇāmānityatā appears in the ŚrBh, 485.6–7 in the sense of “change as impermanence,” but the 
terms “impermanence in an instant” and “impermanence of the continuum” do not appear in the ŚrBh. In the Xianyang lun 
顯揚論 these latter two kinds of impermanence are said to be “omnipresent” (T31.548a: 遍一切處), with “impermanence in 
an instant” in particular said to be “all-pervading” (548c: 遍行一切), and importance is attached to them for their 
connections with the cittamātratā theory. In the cittamātratā theory, however, impermanence is classified into six or eight 
kinds, and there is no grouping of three kinds of impermanence such as is found here.

99 ris mthun pa, *nikāyasabhāga: common characteristics of a species. See Saitō et al. 2014.
100 dus ma yin par ’chi, *akāla-mṛtyu/maraṇa: to die prematurely.
101 *svaśabdena: i.e., “impermanence of perishing in an instant” is meant by the word “(1) impermanent.”
102 don dam pa pa: According to Guṇamati, this is because there is no impermanence of the continuum or impermanence of 

change outside impermanence in an instant.
103 These verses summarize Interpretations II and III.
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Center News

Summary of Research Results Produced by the 
International Research Center for Philosophy, 
Toyo University, for the 2014 Academic Year

(as of 1 January 2015)

Summary of Research Projects and Research Organization

Summary of Research Projects
 The International Research Center for Philosophy (IRCP) was adopted as a Strategic Research Base 
Development Program for Private Universities at the end of May 2011 and officially inaugurated on July 1, 2011. We 
would like to introduce our intentions as follows. 
 Philosophical studies that fundamentally question the shape of humans and their society is necessary in our 
contemporary society, where globalization is progressing, values are diversifying, and the path to the future is 
obscured. The IRCP aims to form an international network of philosophical research to answer these global issues 
and internationally communicate the modern role of the philosophy propounded by Enryo Inoue, which engenders 
global cooperation while noticing the differences between Eastern and Western thought.
 The IRCP has established the following three units.
 1. In the First Unit, we present Japanese thought since the Meiji era (1868–1912), in particular the philosophy 

of Inoue Enryo, the founder of Toyo University. To do this, we are conducting research projects to cultivate 
Enryo’s philosophy and establish the International Association for Inoue Enryo Research.

 2. In the Second Unit, we methodologically support these three units through theoretical and practical means 
and aim to construct a new universal methodology that is the basis of various disciplines and can be shared 
globally. A “post-Fukushima philosophy” has been assigned as a practical issue.

 3. In the Third Unit, we strive to present a new worldview that goes beyond diversity, incorporating the active 
attributes of Eastern thought based on kyosei (harmonious coexistence) for a contemporary society, which is in 
strife and turmoil because of the spread of destabilizing relativism and its opposite, unipolarism.

Calendar of Recent Events at the International Research Center for Philosophy

Apr. 19, 2014 1st “Methodologies” Study Group Session, 2nd Unit: YAMAGUCHI Masahiro (Tokyo 
University of Science, IRCP Visiting Researcher) “Issues and Methods in German Idealism: 
Toward Overcoming Modern Philosophy.”

Apr. 23-27 The International Association for Inoue Enryo Research: Study Meeting in Hungary (at 
Budapest’s Eötvös Loránd University)

Apr. 30 4th General Meeting

May 14 1st Meeting of Study Group Series “Views of Humanity and the World in the Meiji Period,” 1st 
Unit: Gereon Kopf (Luther College, IRCP Visiting Researcher) “Ethics of Expression: An 
Application of the Non-dualism found in Buddhist Philosophy to Contemporary Questions”

May 27 Research Trip Report, 3rd Unit: YAMAMURA (SEKI) Yoko (IRCP Postdoctoral fellow) 
“Toward the Kyosei of Humanity, Society, and Nature”
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May 30 1st Conference of “A Philosophy post-Fukushima”, 2nd Unit: HORIKIRI Satomi “Movie 
Screening and Lecture, Driven out of a Nuclear Town: A Documentary about Refugees from 

Futaba”

Jun. 11 2nd Meeting of Study Group Series “Views of Humanity and the World in the Meiji Period,” 1st 
Unit: YOSHIDA Kohei (Emeritus Professor at Toyo University, IRCP Visiting Researcher) “The 
Transformation of the Study of the Mind: Nishida Kitarō’s ‘Cultivation’ and ‘Inquiry,’ and 
Agony in Natsume Sōseki's Kokoro”

Jun. 21 2nd “Methodologies” Study Group Session, 2nd Unit: WATANABE Hiroyuki (Part-time 
Lecturer at Toyo University, IRCP Visiting Researcher) “Spinoza’s ‘Methodology’”

Jul. 2 1st “Methodologies” Symposium, 2nd Unit: “The Boundary-Crossing Nature of Methods, and 
Methods of Boundary-Crossing”

Jul. 5 1st Meeting of Study Group Series “Formations of Written Religious Sacred Texts and Their 
Meaning: A Consideration for Tools for Creating Multicultural Harmonious Coexistence”, 3rd 
Unit: SONODA Minoru (Emeritus Professor at Kyoto University) “The Formation of jinja engi 
and the Present Day”, MIYAKE Hitoshi (Emeritus Professor at Keio University) “Formations of 
Sacred Texts Associated with Shugendo and the Tendai Buddhist traditions: Through 
Keiranshūyōshū and Jimondenkihoroku”

Jul. 9 3rd Meeting of Study Group Series “Views of Humanity and the World in the Meiji Period,” 1st 
Unit: OKADA Masahiko (Tenri University, IRCP Visiting Researcher) “Studies on the History 
of the Bonreki Movement: The Development of Buddhist Science in 19th Century Japan”

Jul. 12 Study Group Session, “Coexistence with Nature: Its Modes of Expression” 3rd Unit: ETO 
Takumi (Part time lecturer at Toyo University) “The Influence of Flemish Painting on Italian 
Portrait Painting of the Classical Period: Especially on the Works of Leonardo da Vinci.”

Jul. 26 Study Group Session, “Coexistence with Nature: Its Modes of Expression” 3rd Unit: KANEKO 
Tomotaro (Tokyo University of the Arts) “The Entrainment Technique: David Dunn’s Site-
Specific Music”, Commentator: ITOH Takako (University of Toyama, IRCP Visiting 
Researcher)

Aug. 17-25 Overseas Research, 3rd Unit: “Study Meeting on Multicultural Harmonious Co-existence and 
Participating in an International Conference in Austria”

Aug. Journal of International Philosophy, extra issue, 4, The Transfer and Transformation of “Law” 
(in Japanese and English)

Sep. 10 Study Group Session, 1st Unit: Ulrich Sieg (Phillips University of Marburg) “The Ambiguity of 
the Good. German Professors in the “War of the Minds””

Sep. 13 3rd Annual Meeting of the International Association for Inoue Enryo Research

Sep. 24 General Symposium: “What Does It Mean to Internationalize?: Where the Toyo University 
International Research Center for Philosophy Has Been, and Where It Is Going”

Sep. 27 2nd Conference of “A Philosophy post-Fukushima”, 2nd Unit: NISHITANI Osamu (Project 
Professor, Rikkyo University) “Technology and Catastrophe”

Sep. Newsletter, Vol. 8 published (in Japanese and English)

Oct. 8 4th Meeting of Study Group Series “Views of Humanity and the World in the Meiji Period,” 1st 
Unit: IDENO Naoki (Visiting Researcher at Institute of Oriental Studies, IRCP Visiting 
Researcher) “The Meiji Period and Natural Disasters”
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Oct. 11 WEB International Conference, 2nd Unit: “Reason and Experience: On the Methods of Spinoza”

Oct. 18 2nd Meeting of Study Group Series “Formations of Written Religious Sacred Texts and Their 
Meaning: A Consideration for Tools for Creating Multicultural Harmonious Coexistence”, 3rd 
Unit: ENOMOTO Fumio (Osaka University) “The Formation of Early Buddhist Scriptures and 
Co-existence with Other Religions,” HORIUCHI Toshio (IRCP Research Associate) “The 
Formation of the Laṅkāvatārasūtra: Wisdom for Multicultural Harmonious Co-existence as 
Learned by Criticism of Heretics”

Oct. 21 3rd Meeting of Study Group Series “Formations of Written Religious Sacred Texts and Their 
Meaning: A Consideration for Tools for Creating Multicultural Harmonious Coexistence”, 3rd 
Unit: MATSUDA Kazunobu (Bukkyo University) “From India to Central Asia: Bamiyan 
Buddhism as Seen from Unearthed Indian-Language Manuscripts”

Oct. 22 1st Meeting of Study Group Series “Thoughts on Multicultural Harmonious Co-existence,” 3rd 
Unit, “Study Meeting on Multicultural Harmonious Co-existence in Austria: A Trip Report”: 
MIYAMOTO Hisayoshi (IRCP) “The Individual and Society in Hinduism,” WATANABE Shogo 
(IRCP) “Compassion (Karuṇā) and Pity (Anukampā) in Mahāyāna Sūtras,” HORIUCHI Toshio 
“Critisism of Heretics in the Laṅkāvatārasūtra: Towards Constructing a Philosophy of 
Multicultural Coexistence from the Viewpoint of Buddhism”

Oct. 25 Study Group Session, 2nd Unit co-hosted with the Hakusan Philosophy Association: “Professor 
MURAKAMI Katsuzo’s Final Lecture: ‘The Method of Transcendence: The Way of Descartes’” 

Oct. Journal of International Philosophy, extra issue, 5, Philosophy and Religion: Based on 

Schelling’s Weltalter (in Japanese and German)

Nov. 6 1st Collaborative Research Conference between the Dongguk University College of Buddhist 
Studies and Culture (Korea) and Toyo University International Research Center for Philosophy 
(Japan) “Changes in Korean and Japanese Buddhism in the 20th Century and Beyond”

Nov. 8 International Symposium co-hosted with Center for Academic Researches Promotion: “Contact 
between Traditional Knowledge and Modern Science”

Nov. 12 5th Meeting of Study Group Series “Views of Humanity and the World in the Meiji Period,” 1st 
Unit: SHIRAI Masato (IRCP Research Associate) “The views of humanity and worldviews 
found in An Inquiry Into the Good”

Nov. 19 2nd Meeting of Study Group Series “Thoughts on Multicultural Harmonious Co-existence,” 3rd 
Unit: KIKUCHI Noritaka (IRCP) “Can You Display a Kadomatsu at Church?: Conflict, 
Compromise, and Syncretism in the Spread of the Society of Jesuits in Asia,” INOUE Tadao 
(Japanese Red Cross Academy, IRCP Visiting Researcher) “Humanity at a Crisis: The Universal 
Value of Society of Harmonious Co-existence and the Red Cross’ Activities.”

Nov. 22 3rd Symposium “A Philosophy of post-Fukushima,” 2nd Unit, “Energy after the Fukushima 
Disaster and the True Meaning of Richness”

Nov. 29 Symposium “The Effects of Meditation on Spirituality” 3rd Unit

Dec. 10 6th Meeting of Study Group Series “Views of Humanity and the World in the Meiji Period,” 1st 
Unit: SAGARA Tsutomu (IRCP) “Views of Humanity and the World in the Meiji Period in 
Perspective of Reception of “Aesthetics”,” IWAI Shogo (IRCP) “Japanese Views of Humanity 
based on Biography of Gautama Siddhārtha in early modern Japan”
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Dec. 13 International Symposium “Toward a Philosophy of Co-existence: A Dialog with Iran Islam - The 
Philosophy of Izutsu Toshihiko”

Dec. 30-
Jan. 2, 2015

Field Work “A Fact-Finding Survey on Multicultural Harmonious Co-existence Seen in 
Religious Events of Kyoto and Nara, and an Interview Survey with Priests”: WATANABE 
Shogo, HORIUCHI Toshio

Jan. 5-10 Installation of “A Philosophy of post-Fukushima”, 2nd Unit: Designing by OHSAKI Haruchi 
(artist)

Jan. 14 7th Meeting of Study Group Series “Views of Humanity and the World in the Meiji Period,” 1st 
Unit: NISHIMURA Ryo (The Nakamura Hajime Eastern Institute, IRCP Visiting Researcher) 
“From Śākya as god to Gautama Siddhārtha as a human──Intellectual history of the faith of 
Śākya”

Jan. 21 3rd Meeting of Study Group Series “Thoughts on Multicultural Harmonious Co-existence,” 3rd 
Unit: SODA Takehito (IRCP) “The Religious Thought of Lessing,” , Bahman ZAKIPOUR 
(Graduate student at Toyo University) “Realities and Problems of Co-existence of Religions in 
Modern Iran”
DVD publication "Self Set-Up Again –For Departure to Memories"

Feb. 17 4th “Methodologies” Study Group Session, 2nd Unit: Review Conference of “The Boundary-
Crossing Nature of Methods, and Methods of Boundary-Crossing” MURAKAMI Katsuzo, 
NUMATA Ichiro, SAKAI Tahoko (IRCP), [Moderator] MUTOU Shinji

Feb. 18 8th Meeting of Study Group Series “Views of Humanity and the World in the Meiji Period,” 1st 
Unit: MIURA Setsuo (IRCP) “Discovery of the tradition in modern Japan ─Inoue Enryo's 
Prolegomena to Revitalization of Buddhism”

Feb. 25 9th Meeting of Study Group Series “Views of Humanity and the World in the Meiji Period,” 1st 
Unit: KOSAKA Kunitsugu (Emeritus Professor at Nihon University, IRCP Visiting Researcher) 
“Ohnishi Hajime and his Ryoshin-Kigenron”

Feb. 28 2nd “Methodologies” Symposium, 2nd Unit, “The significance of translation as a method of 
philosophy”

Mar. 13 10th Meeting of Study Group Series “Views of Humanity and the World in the Meiji Period,” 
1st Unit: SHOJIGUCHI Satoshi (IRCP)

Mar. 16 4th “Methodologies” Study Group Session, 2nd Unit: Georg Stenger (The University of Vienna) 
“Interkulturelle Philosophie - ein Methodenproblem, oder mehr?”

Mar. 18 4th Meeting of Study Group Series “Thoughts on Multicultural Harmonious Co-existence,” 3rd 
Unit: ONO Jun’ichi (IRCP Visiting Researcher) “Islam and Terrorism”; WATANABE Shogo, 
HORIUCHI Toshio: Study trip report, “Fieldwork in Japan A Fact-Finding Survey on 
Multicultural Harmonious Co-existence Seen in Religious Events of Kyoto and Nara, and an 
Interview Survey with Priests”

Mar. 19 2nd Collaborative Research Conference between the Dongguk University College of Buddhist 
Studies and Culture (South Korea) and the Toyo University International Research Center for 
Philosophy (Japan) “Changes in South Korean and Japanese Buddhism in the 20th Century and 
Beyond”

Mar. Journal of International Philosophy, extra issue, 6, Towards a Philosophy of Co-existence: 
Realities and Problems of Co-existence of Religions



365Journal of International Philosophy, No.4 2015

Mar. Newsletter, Vol. 9 (in Japanese and English)

Mar. International Inoue Enryo Research, Vol. 3

Mar. Journal of International Philosophy, No. 4

Research Organization

[Researcher]

＜1st Unit＞
 TAKEMURA Makio, SAGARA Tsutomu ☆, SHOJIGUCHI Satoshi 〇, IWAI Shogo ◎, IBUKI Atsushi, 
 MIURA Setsuo, SHIBATA Takayuki

＜2nd Unit＞
 MURAKAMI Katsuzo ★, KAWAMOTO Hideo, NOMA Nobuyuki, NUMATA Ichiro ◎, SAKAI Tahoko 〇, 
 SHIMIZU Takashi, OHNO Takeshi, OBERG Andrew

＜3rd Unit＞
 MIYAMOTO Hisayoshi ☆◎, NAGASHIMA Takashi 〇, NAGAI Shin 〇, YAMAGUCHI Shinobu, 
 HASHIMOTO Taigen, WATANABE Shogo, KIKUCHI Noritaka, ASAKURA Koichi, 
 SODA Takehito, SHIMODA Yoshiyuki
 (★＝Director, ☆＝Vice-director, ◎＝Project Leader, ○＝Assistant project leader)

［Research Associate］
 SHIRAI Masato, MUTO Shinji, HORIUCHI Toshio

［Postdoctoral Fellow］
 YAMAMURA Yoko

［Project Research Assistant］
 TAKENAKA Kurumi, MISAWA Yuji

［Visiting Researchers］
 Agustin Jacinto ZAVALA (EL COLEGIO DE MICHOACÁN) ISHIDA Yasushi (Project Associate Professor at 

Ochanomizu University), IDENO Naoki (Visiting Researcher at Institute of Oriental Studies), ITOH Takako 
(Associate Professor at University of Toyama), INAGAKI Satoshi (Professor at Jichi Medical University), INOUE 
Tadao (Board of Director at Japanese Red Cross Academy), ONISHI Yoshitomo (Associate Professor at 
Kumamoto University), OKADA Masahiko (Professor at Tenri University), ONO Jun’ichi, KAMATA Toji 
(Professor at Kyoto University), KURODA Akinobu (Associate Professor at Strasbourg University), Kenneth 
TANAKA (Professor at Musashino University), KOSAKA Kunitsugu (Emeritus Professor at Nihon University), 
Wu Zhen (Professor at Fudan University), Gereon KOPF (Professor at Luther College), SAITO Akira (Professor at 
University of Tokyo), SATO Atsushi (Specially Appointed Professor at Senshu University), TAKEUCHI Dai (Part-
time Lecturer at Toyo University), TUTIYA Syun (Professor at National Institution for Academic Degrees and 
University Evaluation), NISHIMURA Ryo (Full-time Researcher at The Nakamura Hajime Eastern Institute) 
Baikal (Associate Professor at J.F.Oberlin University), Frédéric GIRARD (Professor at l'École française 
d'Extrême-Orient), MURAMATSU Akira (Professor at Waseda University), YAMAUCHI Hirotaka (Specially 
Appointed Professor at Hiroshima University), YAMAGUCHI Ichiro (Specially Appointed Professor at Toyo 
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University), YAMAGUCHI Masahiro (Professor at Tokyo University of Science), YOSHIDA Kohei (Emeritus 
Professor at Toyo University), Rainer SCHULZER (Visiting Researcher at Inoue Enryō Research Center), 
WATANABE Hiroyuki (Part-time Lecturer at Toyo University), Markus GABRIEL (Professor at Bonn 
University), SUZUKI Izumi (Associate Professor at the University of Tokyo), TSUZAKI Yoshinori (Assistant 
Professor at University of Tsukuba)

［Assessment Committee］（Alphabetical order）
	 ASANO Kiyoshi (Professor at Toyo University)

	 KATO Hisatake（Emeritus Professor of Kyoto University, Emeritus President at Tottori University of 
Environmental Studies）

	 Klaus Riesenhuber (Emeritus Professor at Sophia University)

	 SHIMIZU Hiroshi (Emeritus Professor at the University of Tokyo)

	 TAKAYAMA Mamoru (Emeritus Professor at the University of Tokyo)

Summary of Research Results 
(as of 1 January 2015, including forthcoming events and publications)

Symposiums
1. 1st “Methodologies” Symposium: “The Boundary-Crossing Nature of Methods, and Methods of Boundary-

Crossing” (at Meeting room 2 of Building 8, Hakusan Campus, Toyo University, July 2, 2014)
 MURAKAMI Katsuzo (IRCP) “On the arts of Cartesian studies: From the sharing of the arts to the establishment 

of network”
 NUMATA Ichiro (IRCP) “On the Indology and the Indian philosophy”
 SAKAI Tahoko (IRCP) “Methodologies in Chinese Literature”
 Moderator: MUTO Shinji (IRCP Research Associate)

2. Symposium “What is Internationalizarion? Past and Future of the International Research Center for Philosophy, 
Toyo University” (at Room 5404 of Building 5, Hakusan Campus, Toyo University, September 24, 2014)

 Opening address: MURAKAMI Katsuzo (IRCP)
 1st Unit: Basic Research to Rebuild Japanese Philosophy
  MIURA Setsuo (IRCP) “Toward Internationalizing Inoue Enryō”
  IWAI Shogo (IRCP) “Reinterrogating Modern Japan Philosophy”
 2nd Unit: Research on Methodologies of World Philosophy Common to Eastern and Western Philosophy and 

Religion
  MURAKAMI Katsuzo “Study of Methodology, A Philosohy of post-Fukushima”
  NUMATA Ichiro (IRCP) “"Time and Space of the Concept of "Law": in search of the Diversity and its 

Possibilities of "Law"”
 3rd Unit: Research on Basis of Thought for the Society of Multicultural Harmonious Coexistence
  MIYAMOTO Hisayoshi (IRCP) “A Society of Multicultural Harmonious Co-existence in Asia”
  NAGAI Shin (IRCP) “The Thought of Multiculturan Harmonious Co-existence in Iran Islam”
 Discussion: [Moderator] SAGARA Tsutomu (IRCP)
 Closing Speech: MIYAMOTO Hisayoshi

5. A Philosophy of post-Fukushima Symposium: “Energy after the Fukushima Disaster and the True Meaning of 
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Richness” (at Room 6102 of Building 6, Hakusan Campus, Toyo University, November 22, 2014)
 TAKADA Hisayo (International NGO Greenpeace Japan) “One Year of Zero Nuclear Energy Throughout Japan: 

Creating the Energy of the Future Together”
 MURAKAMI Shimpei (Nanairo no Sora) “Looking to the Future, What is the Meaning of Truly Desirable 

Wealth?”
 Discussion: [Moderator] MURAKAMI Katsuzo

6. Symposium “The Effects of Meditation on Spirituality” (at the 125th Anniversary Hall of Building 8, Hakusan 
Campus, Toyo University, November 29, 2014)

 Opening Address: WATANABE Shogo
 BAMBA Hiroyuki (Nippon Yoga Korei Organization) “Meditation technique of Yoga: A Bridge toward 

Singleness-of-intent”
 MINOWA Kenryo (The University of Tokyo) “Meditation in Theravada and Mahayana Buddhism: Their 

Commonalities”
 Keneth Kenshin TANAKA (Musashino University, IRCP Visiting Researcher) “The Mindfulness Boom in the 

United States: The Impact upon Modern Society and its Significance.”
 Discussion: [Moderator] WATANABE Shogo
 Closing Speech: MIYAMOTO Hisayoshi

7. International Symposium “Toward a Philosophy of Co-existence: A Dialog with Iran Islam – The Philosophy of 
Izutsu Toshihiko” (at Inoue Enryō Hall of Building 5, Hakusan Campus, Toyo University, December 13, 2014)

 [Part 1: Lecture]
  Opening Speech: MURAKAMI Katsuzo 
  Speech from Ambassador of the Islamic Republic of Iran, Tokyo: His Excellency Reza Nazarahari
  Abdolrahim Gavahi (Former Iranian Ambassador to Japan, World Religions Research Center) “Some 

Observations about Cultural Interactions in a Global Age”
  Mohammadkazem Mousavi Bojnourdi (the Center for the Great Islamic Encyclopedia) “Encyclopedia Writing 

in Modern Iran: the Case of the Great Islamic Encyclopedia”
  --- Special Exhibition: An Evening of Iranian Culture ---
 [Part 2: Symposium: “The Philosophy of Co-existence in Izutsu Toshihiko]
  Ehsan Shariati-Mazinani (Former Professor at the Tehran University) “An Introductory Comparative Study on 

the Role of Corbin and Izutsu in the Philosophy of Contemporary ‘Iranian Islam’: Analyzing Its Motives and 
Resources from Heidegger to Massignon”

  Nasrollah Pourjavady (Former Professor at the Tehran University) “Izutsu's Interest in Iranian Mystical 
Philosophy”

  TAKESHITA Masataka (Prof. Emeritus at the University of Tokyo): Comment
  General Discussion: [Chair] NAGAI Shin 
  Closing Speech: MIYAMOTO Hisayoshi

8. 2nd “Methodologies” Symposium: “The significance of translation as a method of philosophy” (at the 125th 
Anniversary Hall of Building 8, Hakusan Campus, Toyo University, February 28, 2015)

 Lecturer: KANZAKI Shigeru (Senshu University), NAKAHATA Masashi (Kyoto University)
 Designated Questioner: TSUCHIHASHI Shigeki (Chuo University)
 Moderator: MURAKAMI Katsuzo
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International Lecture and Study Meeting
1. Study Meeting and Field Work for Multicultural Coexistence in Austria (August 17-25, 2014) 
 Workshop “Toward a Society of Multicultural Harmonious Co-existence: What Religions and Ideas can do?” (at 

the seminar room of the University of Innsbruck, August 18-25, 2014)
  Luitgard Soni “Significance of Narratives in an Intercultural Context”
  Jayandra Soni (lecturer at the University of Innsbruck) “Non-Violence and its Role in Intercultural Dialogue”
  WATANABE Shogo “Compassion (Karuṇā) and Pity (Anukampā) in Mahāyāna Sūtras”
  MIYAMOTO Hisayoshi “The Individual and Society in Hinduism”
 The 17th Congress of the International Association of Buddhist Studies (at the University of Vienna, August 22, 

2014)
  HORIUCHI Toshio “Critisism of Heretics in the Laṅkāvatārasūtra:Towards Constructing a Philosophy of 

Multicultural Coexistence from the Viewpoint of Buddhism”

2. WEB Interrnational Conference “Reason and Experience: On the Methods of Spinoza” (at Special Meeting Room 
of Building 8, Hakusan Campus, Toyo University, October 11, 2014)

 Lecturer: Pierre-François Moreau (the Lyon Higher Normal School) “Reason and Experience: On the Methods of 
Spinoza”

 Designated Questioners: ONISHI Yoshitomo (Kumamoto University, IRCP Visiting Researcher), WATANABE 
Hiryoyuki (Part-time Lecturer at Toyo University, IRCP Visiting Researcher), FUJII Chikayo (JSPS Research 
Fellow)

 Moderator: MURAKAMI Katsuzo

3. 1st Collaborative Research Conference between the Dongguk University College of Buddhist Studies and Culture 
(South Korea) and the Toyo University International Research Center for Philosophy (Japan) “Changes in South 
Korean and Japanese Buddhism in the 20th Century and Beyond” (at Dongguk University in Seoul, November 
6, 2014)

 Opening Ceremony
  Opening Remarks: Jun Seung-Sak (Dongguk University)
  Address: TAKEMURA Makio (IRCP)
  Address: Park Jung-keug (Dongguk University)
 TAKEMURA Makio “Inoue Enryo and the World of Buddhism in Modern Japan”
 Hosong Kim (Dongguk University) “Inoue’s Analytical Methodology: Focus on Philosophy of Struggle”
  [Chair] Woo Je-Son (Dongguk University), [Translator] Park Ki-yull (Dongguk University)
  MIURA Setsuo (IRCP) “Inoue and East Asia: Inoue Enryo’s Series of Lectures in South Korea”
  Mun-sun Kang (Venerable Hyewon) (Dongguk University) “Thoughts and Inquiries into the State of Buddhist 

Nuns in Modern South Korea: Focusing on Changes in the Organization of Sects”
  SATOU Atsushi (Specially-Appointed Professor at Senshu University, IRCP Visiting Researcher) “A Toyo 

Exchange Student 100 years ago: Jong Lee’s  Essay ‘Buddhism and Philosophy’ and Inoue’s Ideology”
  Ko Young-Seop (Dongguk University) “Trends in Buddhist Research by Exchange Students from Japan During 

the Greater Korean Empire”
 [Chair] Hosong Kim, [Translator] Ki-yull Park
  Question and Answer, Discussion
  Closing Ceremony
     Review: TAKEMURA Makio
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     Summary of contents: JUN Seung-Sak

4. 2nd Collaborative Research Conference between the Dongguk University College of Buddhist Studies and Culture 
(South Korea) and the Toyo University International Research Center for Philosophy (Japan) “Changes in South 
Korean and Japanese Buddhism in the 20th Century and Beyond” (at the 125th Anniversary Hall of Building 8, 
Hakusan Campus, Toyo University, March 19, 2015)

 Opening Speech: TAKEMURA Makio
  Kang Mun-sun
 Presentations
  SATO Atsushi, Ko Young-Seop, MIURA Setsuo, Kim Ho-Song, TAKEMURA Makio, Kang Mun-sun
 Discussion
 Closing Speech: MURAKAMI Katsuzo

Publications
1. Journal of International Philosophy, extra issue, 4, The Transfer and Transformation of “Law” (August, 2014)
 Contents
  Preface (NUMATA Ichiro)
  HASEGAWA Akira (Hokkaido University) “Order in the Fusion of Laws of Different Origins: A ‘Creole of 

Laws’ Perspective” (In Japanese)
  OKA Takashi (Gakushuin University) “The Influence of Foreign Law on the Process of Drafting the Meiji Civil 

Code” (In Japanese)
  NINOMIYA Masato (Universidade de São Paulo) “Brazilian Independence and Codification after the 

Republican Transition in the 19th Century” (In Japanese)
  ASANO Noriyuki (Osaka Otani University) “Indian Culture and Modern Law” (In Japanese)
  KUWAHARA Naoko (Kochi Junior College)“Islamic Law and Politics: The Polygamy Debate in Malaysia” (In 

Japanese)
  SIMA Avramovic (University of Belgrade) “Serbian Law between Roman-Byzantine and Austrian Traditions”
  [Japanese translation] by MATSUMOTO Emi (Aoyama Gakuin University)

2. Journal of International Philosophy, extra issue, 5, Philosophy and Religion: Based on Schelling’s Weltalter 

(October, 2015)
  Foreword (NAGASHIMA Takashi)
 Part.1 Lecture and Presentation
  Markus Gabriel (Bonn University) “Die Ontologie der Prädikation in Schellings Die Weltalter”
  [Japanese translation] by ONO Jun’ichi (Part-time Lecturer at Ghent University, IRCP Visiting Researcher)
  Markus Gabriel “Die Zeitphilosophie in Schellings Weltaltern”
  [Japanese translation] by NAKASHIMA Arata (Graduate student at Hitotsubashi University)
 Part.2 Symposium: “Philosophy and Religion: Based on Schelling’s Weltalter”
  SUGAWARA Jun (Nagasaki University) “Between Theories of Evil and Myths: The Scope of Schelling’s 

Weltalter (in Japanese)
  OKAMURA Yasuo (Yamaguchi University) “Philosophy and Religion in Schelling” (in Japanese)
  NAGAI Shin (IRCP) “Contraction (Tzimtzum) of God: Schelling’s Weltalter and Kabalah of Luria” (in 

Japanese)
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  ONO Jun’ichi “Schelling and Ibn al-’Arabi on Contraction” (in Japanese)
  General discussion
 Article
  NAGASHIMA Takashi (IRCP) “The Stage of Research on Weltalter and Schelling Research by Markus 

Gabriel” (in Japanese)

3. DVD "Self Set-Up Again: For Departure to Memories"（January, 2015）
 Directed and Produced by KAWAMOTO Hideo
 Edited by MINEMURA Kei
 Supported by HATA Kazunari, SAKAI Tahoko, TONAKI Yotetsu, SAGARA Tsutomu, IWASAKI Dai, MASUDA 

Hayato

4. Journal of International Philosophy, extra issue, 6, Towards a Philosophy of Co-existence: Realities and Problems 

of Co-existence of Religions (March, 2015)
 Contents
  Foreword (MIYAMOTO Hisayoshi)
  Symposium “Is Coexistence of Religions Possible?”
  Summary of Symposium “Is Coexistence of Religions Possible?” (WATANABE Shogo)
  Goshin Shaku (Nakamura Hajime Eastern Institute) “Is the Coexistence of Different Religions Possible?: 

Focusing on the Buddhist country of Sri Lanka” 
  Baikal (J. F. Oberlin University, IRCP Visiting Researcher) “Buddhism and Christianity in the Mongol Empire 

Period: Focusing on Religious Debates at Karakorum” 
  KANNO Hiroshi (Soka University) “Criticism of Buddhism by Tominaga Nakamoto and Hirata Atsutane”
 Symposium “The Effects of Meditation upon Spirituality”
 Summary of Symposium “The Effects of Meditation upon Spirituality” (WATANABE Shogo)
 BAMBA Hiroyuki (Nippon Yoga Korei Organization) “Meditation technique of Yoga: A Bridge toward 

Singleness-of-intent”
 MINOWA Kenryo (Tokyo University) “Meditation in Theravada and Mahayana Buddhism: Their Commonalities”
 Kenneth TANAKA (Musashino University, IRCP visiting researcher) “The Mindfulness Boom in the United 

States: The Impact upon Modern Society and its Significance.”

5. Journal of International Philosophy, No.4 (March, 2015)

International Association for Inoue Enryo Research

Summary

［Scope］
 In the early Meiji era, when Japan began exploring the structure of modern government, a distinguished 
philosopher and educator named Inoue Enryo appeared. He dedicated his life to a broad range of educational projects 
and laid the foundation of philosophical study in Japan, establishing Tetsugakukan, a school for human resource 
development based on philosophical education, and making a great effort to provide intellectual enlightenment to the 
general public across the country. His various achievements are also recognized in a vast collection of writing that he 
left behind, including books about philosophy.
 Today, the footsteps of Inoue, who played a major role in public enlightenment and social reform from the 
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perspective of philosophy in the early modernization of Japan and cast no small impact on the subsequent direction 
of Japanese society, ought to be deeply reflected on once again.
 Toyo University, the successor institution to Tetsugakukan, established International Association for Inoue Enryo 
Research this year in order to vigorously promote research on Enryō Inoue within a framework of international 
cooperation. In conjunction with this, the International Society of Enryō Inoue will be launched in order to engage in 
activities such as holding regular or occasional workshops and conferences.

［Founded］
 September 15, 2012

［Organization］
 President: TAKEMURA Makio (-September, 2014) ; MIURA Setsuo (September, 2014-)
 Vice President: MIURA Setsuo (-September, 2014) ; IWAI Shogo (September, 2014-)
 Executive Director: Frédéric GIRARD, Gereon KOPF, KURODA Akinobu, MURAKAMI Katsuzo, OKUMA 

Hirokazu, SAGARA Tsutomu, SATO Masayuki, SHIBATA Takayuki, Rainer SCHULZER, TAKEMURA 
Makio, Ulrich SIEG, WANG Qing, William BODIFORD, WON Yong Sang

Research Activities
1. the International Association for Inoue Enryo Research in conjunction with Budapest’s Eötvös Loránd University 

convened a Study Meeting in Hungary (at the Budapest’s Eötvös Loránd University, April 24–25, 2014) 
 April 24
  Special Lecture: TAKEMURA Makio (IRCP) “Buddhism and the Religious Life of Japanese”
 April 25
  Study meeting “Inoue Enryo and Meiji Japan: Philosophy, Religion, and Education”
  Opening speech: Koloman Brenner (Eötvös Loránd University)
 Presentations of a Report [A.M. Part] “A Philosopher and Educator in the Meiji period: Inoue Enryo” 
 Moderator: UMEMURA Yuko (Eötvös Loránd University), TAKEMURA Makio
 Presentations:
  MIURA Setsuo (IRCP) “The Life of Inoue Enryo”
  TAKEMURA Makio “The World of Meiji Buddhism and Inoue Enryo”
  IWAI Shogo (IRCP) “Inoue Enryo’s Opinions on Education and Religion”
  Frédéric Girard (École française d’Extrême−Orient, IRCP Visiting Researcher) “Philosophy and Religious 

Studies in the Meiji Period : Inoue Enryo and his Contemporaries”
  Rainer Schulzer (IRCP Visiting Researcher) “The Late Inoue Enryo’s Theory of Conscience”
  ASAKURA Koichi (IRCP) “Inoue Enryo’s Late Period Thought and his Morality Church Activities”
 Presentations of a Report [P.M. Part] “Thought and Learning in Meiji Period Japan” 
 Moderator: Balázs Szabó (Eötvös Loránd University), Viktoria Eschbach−Szabo (University of Tübingen)
 Presentations:
  I. Religion, Linguistics, Education
   UMEMURA Yuko “Inoue Enryo’s View of Christianity in Seikyo Nikki”
   Viktoria Eschbach−Szabo “Ueda Kazutoshi’s ‘National Language’ and the Present−Day Japanese Language
  II. Focusing on History of Philosophy
   Ildikó Farkas (Károli Gáspár University) “Inventing or Reviving Tradition? Some Questions of Modern 

Japanese Nation Building and Culture”
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   Balázs Szabó “Western Philosophy in Meiji Era Japan”
   Takó Ferenc (Graduate student at Eötvös Loránd University) “What was ‘New’ about the Meiji Restoration 

for Maruyama Masao?” 
   Closeing speech: MIURA Setsuo

2. 3rd Annual Meeting of the International Association for Inoue Enryo Research (at the 125 Anniversary Hall, 7th 
floor, Building 8, Hakusan Campus, Toyo University, September 13, 2014)

 Opening Address: TAKEMURA Makio (IRCP)
 Individual Presentations
  HASEGAWA Takuya (Otani University) “Herbert Spencer and Inoue Enryo”
  KODA Retsu (Sagami Women’s University) “Mutual Inclusive Structure of the Mystery in the Thoughts of 

Inoue Enryo and Minakata Kumagusu”
  SATO Atsushi (Senshu University) “The Thought of Yoshitani Kakuju and Inoue Enryo”
  TORANO Ryo (Graduate student at Toyo University ) “Problems of the ‘Center’ in Inoue Enryo”
  Ralf Müller (Kyoto University) “Metatheoretical classifications in relation to Zen in Inoue Enryo's Prolegomena 

to Zen philosophy”
 Special Lecture
  Ulrich Sieg (Professor at Philipps University of Marburg)“Looking for a Great Synthesis. Philosophy around 

1900”
 Closing Address: MURAKAMI Katsuzo (IRCP)

Issue
1. International Inoue Enryo Research, Vol. 3 (March, 2015)

Publication of research papers and other related academic activities

Books
KAWAMOTO Hideo, Philosophy of <I> –Introduction to Autopoiesis (in Japanese) (Kadokawa-Shoten, May, 2014, 

pp. 1-230)
MIURA Setsuo, Inoue Enryo ―Great men of Niigata―:Biographical sketch（Niigata Nippo Jigyousha Corp,May, 

2014, pp. 1-112）
KIKUCHI Noritaka, Asura et le Bouddha cosmologique (en japonais) (Série nouvelle «Renaissance», Éditions 

Gento-sha, juin, 2014, pp. 1-230)
MURAKAMI Katsuzo, L’être de l’intellect et la créativité (in Japanese) (Chisen-syokan, Nov. 2014, pp. 1-243)
KAWAMOTO Hideo, Exciting-Eco (in Japanese) (Private Edition, December, 2014)
KIKUCHI Noritaka, La théologie de l’extase: Ouvrir la porte du mysticisme chrétien (en japonais) (Série nouvelle 

Chikuma, Éditions Chikuma, décembre, 2014, pp.1-224)
HORIUCHI Toshio [co-author], "Key words in the Perfection of Wisdom Sutra", The Complete Perfection of Wisdom 

Sutra (in Japanese) (Shunjusha, Jan. 2015, 122-140)
WATANABE Shogo [eo-ed., co-author], The Complete Perfection of Wisdom Sutra (in Japanese) (Shunjusha, Jan. 

2015)
SEKI Yoko, [co-author], “Anthropological meaning of the decrease of agricultural damage by wildlife through the 

ECO-philosophy and ethics” (in Japanese) (ECO-philosophy And Anthropology, Seori-shobo, February, 2015, pp. 
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167-198)

Research papers
OBERG Andrew, “The trolley trap, or Some (more) problems with utilitarian decision-making” (Philosopher, April 

19, 2014, <http://philosopher.io/Utilitarian-Blood-on-the-Tracks>, April, 2014)
KAWAMOTO Hideo, “Systematic psychopathology” (in Japanese) (Japanese journal of psychopathology (Rinsho 

seishin byori), Vol.35, pp. 51-58, April, 2014)

野間信幸「張文環之生涯及文学活動」（日语）（『台湾近現代文学史』研文出版、pp. 143-155、2014 年 5 月）
OBERG Andrew, “This has got nothing to do with George” (Think, 13(37), pp. 47-55, June, 2014)
OHNO Takeshi, “Prophecy and Superstition in Spinoza” (in Japanese) (Religious Studies, No. 379, pp. 75-98, June, 

2014)
OBERG Andrew, “Our present absence: Some thoughts on space” (Surugadai University Studies, 48, pp. 133-145, 

July, 2014))
KIKUCHI Noritaka, “Ceux qui logeaient dans l’arbre sacré” (en japonais) (Human, no.6, Éditions Heibon-sya, pp. 

65-68, juillet, 2014)
KIKUCHI Noritaka, “Désirer ardemment le non-agir et le non-causer: Un aspect de bonheur que poursuit le taoïsme 

chinois” (en japonais) (Études de religions, pp. 3-23, septembre, 2014)
MIURA Setsuo, "Inoue Enryo and East Asia vol.1 –Inoue Enryo's lecturing tour in Korea-"（"Annual report of the 

Inoue Enryo center" vol.23, pp. 83-124、September, 2014）
YAMAGUCHI Ichiro, [co-author], “Philosophie in Japan” (Raimund Wördemann; Karin Yamaguchi [Hrsg.], 

Länderbericht Japan, Bundeszentrale für politische Bildung, SS. 390-404, September, 2014)
MURAKAMI Katsuzo, "Sur le probleme de l'« intellectus agens » du point égologique de vue" (in Japanese) 

(Tetsugaku-Zasshi, Vol. CXXIX, No. 801, pp. 1 -33, Oct. 2014)
SHIMIZU Takashi, “Chiasme Exchange and Human” (in Japanese) (Revue de la penseé d’aujourd’hui, Seidosya, 

vol.43-1, pp. 58-69, December, 2014)
SODA Takehito, “Werner Jaegers “Third Humanism” and its orgin” (The Economic Review of Toyo University, Vol. 

XXXX.  No.1, pp. 127-150, December, 2014)
OBERG Andrew, “The benefits of being watched” (Ethical Perspectives, 21(4), pp. 513-538, 2014)
NAGASHIMA Takashi, “The Stage of Research on Weltalter and Schelling Research by Markus Gabriel” (Journal 

of international Philosophy Extra Issues, vol.5, pp. 142-161, December, 2014)
YAMAGUCHI Masahiro, “Die Wissenschaftslehre 1812―Idee und Aufgabe der Wissenschaftslehre beim spaeten 

Fichte―” (Nagasawa; Irie; Koyo Verlag [Herg.], Das Gesamtbild der Fichteschen Wissenschaftslehre, SS. 161-
177, Dezember, 2014)

NAGASHIMA Takashi, “Wachter and Spinozism－On Ensop” (Spinozana, vol.14 (Annual Journal of Spinoza 
Kyokai), pp. 1-26, January, 2015)

OHNO Takeshi, “Spinoza’ « denominatio » concernant la vérité est cartésienne?” (in Japanese) (Hakusan-Tetsugaku, 
No. 48, February, 2015)

KAWAMOTO Hideo, "Radioactive Oku no hosomichi" (in Japanese) (Hakusan Tetsugaku, vol. 49, February, 2015)
KAWAMOTO Hideo, "What is Eco-Philosophy?" (in Japanese) (Eco-Philosophy, vol. 9, March, 2015)
KAWAMOTO Hideo, "Hachijyoujima – Geotherma of the Earth" (Eco-Philosophy, vol. 9, March, 2015)
KAWAMOTO Hideo, "East coast Express" (in Japanese) (Eco-Philosophy, vol. 9, March, 2015)
KAWAMOTO Hideo, "Kumano –Fantastic Road" (Eco-Philosophy, vol. 9, March, 2015)
KIKUCHI Noritaka, “Les textes relatifs à la distribution orientale du rite ambulant des statues bouddhiques” (en 

japonais) (Études Orientalistes, Université de Toyo, no.52, mars, 2015)
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HORIUCHI Toshio, “Brahmacarya, Paramārtha, and Kāma: Interpretations and Modern Equivalents Based on the 
Interpretations in Chapter 2 of the Vyākhyāyukti with Annotated Translations of Sūtra Passages 9, 14, 17–22 & 30” 
(Journal of International Philosophy, No.4, March, 2015)

HORIUCHI Toshio, “Criticism of Heretics’ Views of Nirvāṇa in the 70th Paragraph of the Laṅkāvatārasūtra: 
Sumiwake as Buddhist Wisdom for Multicultural Harmonious Co-existence” (Journal of International Philosophy, 
No.4, March, 2015)

SHIRAI Masato, "A Forgiving God and a Judgemental God: The Question of Religion in the Later Nishida" ("Journal 
of International Philosophy ", No.4, March, 2015)

MIURA Setsuo, "Morita therapy and Inoue Enryo" ("Japanese Journal of Morita Therapy"vol.25-No.2, March, 2015)
MIURA Setsuo, "System of Kangai-in (distance education) : as a root of correspondence courses" (A history of 50 

years in Toyo University correspondence course, 2015)
MIURA Setsuo, “Inoue Enryo and Takahashi Kuroh” (A Local Community and The Establishment in early-modern 

and modern Japan, Report, 2015)
MUTO Shinji, “On construction of natural numbers in genetic phenomenology” (in Japanese) (Journal of 

International Philosophy, No. 4, March, 2015)
MUTO Shinji, “On the complementary relationship of phenomenology and natural science” (in Japanese) (Eco-

Philosophy, Vol.9, March, 2015)
YAMAGUCHI Shinobu, “Rites of passage in Balinese Hinduism: With a focus on the Telubulanin rite for the 

3-month-old baby” (Toyo Shiso Bunka, Vol.2, March, 2015)

吉田公平「关于『鉄斎研究』所載「鉄斎賛文」読解」（日语）（『東洋学研究』52 号、2015 年 3 月）
吉田公平「关于大塩平八郎的『儒門空虚聚語』」（日语）（『白山中国学』21 号、2015 年 3 月）
WATANABE Shogo, “The acceptance and development of the Heart Sutra as seen in the Rikkokushi (the six ancient 

Japanese historical collections)” (Toyo Shiso Bunka, Vol.2, March, 2015)

Translations

吉田公平・小路口聡［他共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注　其十七」（日语）（『東洋古典學研究』第
37 集、pp. 57-90、2014 年 5 月）

NAGASHIMA Takashi, [joint translation] Michael Quante, A Fronteer of German Medical Ethics: The life of 

personality and the death of human (Libertas, pp. 55-107, December, 2014)

野間信幸『菸樓・故郷　鍾理和中短篇小説集』（日语）（研文出版、2014 年 12 月 20 日、pp. 1-205）
吉田公平・小路口聡［他共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注　其十八」（日语）（『東洋古典學研究』第

38 集、pp. 73-92、2014 年 12 月）
SHIMIZU Takashi [Joint Translation]; Gottfried Wilhelm Leibniz, “The Collected Works of Leibniz” (in Japanese) 

(Kousakusya, March, 2015)
SHIMIZU Takashi [Joint Translation], Pierre Lévy L’Intelligence collective” (Suiseisya, March, 2015)

吉田公平・小路口聡［他共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注　其十九」（日语）（『白山中国学』通巻 21
号、2015 年 3 月）

TAKENAKA Kurumi; E.C.Mossner, "Hume's Early Memoranda"(1) (in Japanese)  (Journal of International 
Philosophy, No.4, March, 2015)

Literary Reviews and Others
WATANABE Shogo, “The past and present of Young Buddhist Association in Universities : related to Hanamatsuri 

(The anniversary of the birth of Buddha)” (Weekly Bukkyo Times, April 3, 2014)
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KAWAMOTO Hideo, "Thinking of the dignity of life" (TIEPH News Letter, pp. 1-2, April, 2014)
KIKUCHI Noritaka, “Le son en montant l’escalier” (en japonais) (Kwai, no.41, Éditions Kadokawa, pp.54-57, avril, 

2014)

坂井多穂子「中華文人的幽默」（『改革者』6 月号、pp. 50-51、2014 年 6 月）
KIKUCHI Noritaka, “La généologie des enfants bâtards” (en japonais) (Kwai, no.42, Éditions Kadokawa, pp.64-65, 

juillet, 2014)
WATANABE Shogo, "The Perfection of Wisdom Sutras as a top runner of Mahayana Buddhism" (Buddhist Culture, 

vol. 170, pp. 2-6, August 10, 2014)
KAWAMOTO Hideo, "East Coasting" (in Japanese) (TIEPH News letter, pp. 1-2, Novemberm, 2014)
KAWAMOTO Hideo, "How am I moving?" [dialogue with Miyamoto Shozo] (in Japanese) (Dan 100th Memorial 

Anthorogy, Suiyousha, pp. 468-460, November, 2014)
KIKUCHI Noritaka, “Comme on veut même les anges et les diables” (en japonais) (Kwai, no.43, Éditions 

Kadokawa, pp.70-72, décembre, 2014)
KAWAMOTO Hideo, "Literary Review: Fourier, Theorie des quatre mouvements; Jung, The Red Book; Steiner, 

Anthroposophie; Origuchi Sinobu, Shisha no Sho (Book of the dead); Arakawa Shusaku and Madeline Gins, 
Mechanismus der Bedeutung" (Henna Hon Taizen, Furaido, Feburuary, 2015)

坂井多穂子「中華文人的幽默――北宋的士大夫」（『改革者』2 月号、2015 年 2 月）
KAWAMOTO Hideo, DVD "Innocent Memory" (Colaboration, March, 2015)
KAWAMOTO Hideo, "Dialogue on Reversible Destiny" [with Tanaka Min] (in Japanese) (Eco-Philosophy, vol. 9 

extra issue, March, 2015)
KAWAMOTO Hideo, “Dialogue on Dance Therapy" [with Iwamoto Toru] (in Japanese) (Eco-Philosophy, vol. 9 

extra issue, March, 2015)
WATANABE Shogo, “Book review: TANAKA Kimiaki, Introduction to the study of perfection of wisdom: The 

teachings of Abhisamayalamkara handed down in Tibet” (Daihorinkaku, 2014)  (Toho, March, 2015)

Research Activities

Presentations at Conferences and Symposiums
MIURA, Setsuo“Inoue Enryo's Mystery Studies” (Society of Cultural Interaction in East Asia, China, Fudan 

University May 9, 2014)
OBERG Andrew, “After the Snowden leaks: Considering government surveillance from a broader perspective” (The 

Japan Association for Contemporary and Applied Philosophy 2014 Conference, Takatsuki Muse Campus, Kansai 
University, May 10, 2014)

OHNO Takeshi, “Spinoza et l’unité de Nature” (The 73rd Annual Academic Conference of the Philosophical 
Association of Japan, Hokkaido University, June 28, 2014)

OBERG Andrew, “TEDagogy: Using TED Talks to build critical thinking skills” (The National JALT CALL 
Conference, Sugiyama Jogakuen, June 6-8, 2014)

TAKEMURA Makio, “On the Understandings of Shin-Buddhism by Kitaro Nishida and Daisetsu Suzuki” 
(Symposium on Kitaro Nishida and Daisetsu Suzuki, 12th Annual Academic Conference of Nishida Philosophy, 
Ishikawa Nishida Kitaro Museum of Philosophy, July 20, 2014)

NAGASHIMA Takashi, “Three ways of German idealism” (Assosiation of Philosophy, Waseda University, 
Symposium: The Review of German Idealism ,Waseda University Toyama Campus, July 19, 2014)

MUTO Shinji, “On problem of academic language proficiency: Experience of thinking cycle between concrete and 
abstract” (The 10th Annual Academic Conference of the Japan Association for Developmental Education, Tokyo 
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Denki University, August 21, 2014)
HORIUCHI Toshio, “Critisism of Heretics in the Laṅkāvatārasūtra: Towards constructing a philosophy of 

multicultural coexistence from the viewpoint of Buddhism” (IABS 17, Vienna University, August 22, 2014)
HORIUCHI Toshio, “The Four Fasciculi Laṅkāvatāra and the Laṅkāvatārasūtra: Some Characteristics of 

Guṇabhadra’s translation” (Musashino University, August 30, 2014)
HORIUCHI Toshio, “Criticism of Heretics in the Laṅkāvatārasūtra and Multicultural Coexistence” (The 73rd 

Annual Academic Conference of the Japanese Association for Religious Studies, Doshisha University, September 
13, 2014)

OHNO Takeshi, “Spirit of Christ in Spinoza’s Ethics IV, scholium of proposition 68” (The 73rd Annual Academic 
Conference of the Japanese Association for Religious Studies, Doshisha University, September 13, 2014)

SHIRAI Masato, “The Re-discovery of Chinese Thought as “Philosophy” in the Japanese Meiji Period” (China and 
Japanese Philosophy Forum, Beijing Foreign Studies University, September 21, 2015)

YAMAGUCHI Shinobu, “Hinduism and Buddhism in Nepal―The Cult of Kumari as a Symbol of Pluralism” 
(Respect for Religious Pluralismand Multi-cultural and by the sub-term Many Religions are Natural and must be 
Respected for Establish the Harmony in the World, Bali, Indonesia, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, October 
24, 2014)
OBERG Andrew, “Beating the bystander effect: Surveillance, moral behavior, and the self” (The 9th International 

Conference on Applied Ethics, Hokkaido University, October 31, 2014)
MIURA Setsuo, “Inoue Enryo and Morita Masatake” (The 32nd Annual Meeting of the Japanese Society for Morita 

Therapy, The Jikei University, November 9, 2014)
HORIUCHI Toshio, “The Interpretation of Āgama phrases by Vasubandhu in Chapter 2 of the Vyākhyāyukti: As an 

assistant for the modernization of traditional Chino-Japanese translation of Buddhist words” (The Bauddhakośa 
project (chief : SAITO Akira) The 2nd Opening Symposium “Past and present of the Buddhist terms: How is 
translation possible,” Young Buddhist Association of the University of Tokyo, November 15, 2014)

SHIMIZU Takashi, “Book Presentation “Michel Serres”” (The sixth Annual Academic Conference of the Societas 
Leibnitiana Japonica, Toyama University, November 18, 2014)

Other Study Meetings
SODA Takehito, “On Walter Matthias Diggelmanns “Die Hinterlassenschaft”” (Japanese Society for Swiss 

Literature, Meiji-University, Surugadai-Campus, Mai 17, 2014)
MIURA Setsuo, “Inoue Enryo and Sakaguchi Ango” (extension course in Toyo University, Toyo University, June 20, 

2014)
YAMAGUCHI Ichiro,“Introduction to Phenomenology”(Lecture) (Seminar Camp of Gestalt Therapy, Nishio-city, 

Aichi-Ken, October 11-12, 2014)
WATANABE Shogo, “The perfection of wisdom as expounded in The Perfection of Wisdom Sutras” (The 

Bauddhakosa project (chief : Saito Akira) The 2nd Opening Symposium “Past and present of the Buddhist terms: 
How is translation possible” Session 2, Special Symposium “Over the translation of prajñā/paññā”, Young 
Buddhist Association of the University of Tokyo, November 15, 2014)

TAKEMURA Makio, “The history of Kyosei thought, and its problems” (5th Study Meeting of the WCRP in 2014, 
Fumon Hall of Rissho-Kosekai, November 20, 2014)

Research Activity
KIKUCHI Noritaka, “L’aide de l’orphelinat offerte par l’église catholique à l’époque moderne au Japon” (Amakusa, 

Kumamoto, les 27-29 novembre, 2014)
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Lectures
KAWAMOTO Hideo, "Process System──Theoretical Physics"(Colloque at the Rehabilitation Agency of neuro- 

phenomenology, Hakusan, April 12, 2014)
MURAKAMI Katsuzo, "L'intellct et la créativité" (Tetsugaku-kai, Kant Abend, Tokyo University, April 26, 2014)
KAWAMOTO Hideo, "Autopoiesis Final" (Colloque at the Rehabilitation Agency of neuro- phenomenology, 

Hakusan, May 24, 2014)
WATANABE Shogo, “The Perfection of Wisdom Sutras as a top runner of Mahayana Buddhism” (Tokyo 

International Buddhism School, Young Association of the University of Tokyo, May 31, 2014)
YAMAGUCHI Ichiro, “To see, feel, and notice” (Lecture at JAICO, June 14, 2014)
TAKEMURA Makio, “On ‘The View of Eastern Thoughts’ by Daisetsu Suzuki” (Association for Buddhist Laymen, 

Otemachi-Building, June 28, 2014) 
YOSHIDA Kohei, “Learn by Ikeda Soan: To live vitally is to learn” (Hyogo-Ken, Yabu-City, Sponsored by 

Shakaikyouiku-Iinkai, July 5, 2014)
SHIRAI Masato, “Study Session for An Inquiry Into the Good” (The 12th annual Conference of Association of 

Nishida Philosophy, Nishida Kitarō Museum of Philosophy, July 12)
YOSHIDA Kohei, “Muraoka Hanako and Wakamatsu Sizuko―The Birth of juvenile literature” (Omei Kodomo 

Forum in Yofu, Omei Forum Kyogikai, Augst, 1-2, 2014)
WATANABE Shogo, “Bodhisattva’s path in Mahayana” (NPO Nakamura Hajime memorialhall, Shimane-ken, 

Matsue-shi, August 2-3, 2014)
YOSHIDA Kohei, “Sato Issai ―To State Resolution” (Gifu-ken, Ena-shi, Sato Issai ni manabu kai, August 9, 2014)
WATANABE Shogo, “Buddha’s wisdom” (You-You Life Continuing Education in Muroran City, Muroran Culture 

Center, September 11, 2014)
TAKEMURA Makio, “On the Significance of Zen Buddhism, from the thought of Daisetsu Suzuki” (Memorial 

lecture for the 50th anniversary of the Institution for Zen Studies, Hanazono University, October 10, 2014)
MURAKAMI Katsuzo, "Sur la transcendance"(Hakusan-Tetsugaku-kai, Toyo University, October 25, 2014)
WATANABE Shogo, “Which is the main object of the Heart Sutra?: Emptiness or Mantra” (Study meeting of 

Obaku, Toshima-ku Tounji-Temple, October 28, 2014)
WATANABE Shogo, “Buddhist scriptures read by sound and pictures” (Toyo University Travel Lecture, Kounosu 

High school, November 6, 2014)
WATANABE Shogo, “Youthful crowd in the Meiji period and Inoue Enryo” (Sponsored by Simoda-shi Kyoiku-

Iinkai, Simoda-shiminkaikan, November 19, 2014)
NAGASHIMA Takashi, “Community Medicine and Medical Ethics in the Global Era－In the era after the Great East 

Japan Earthquake－” (The Japanese Association for Philosophical and Ethical Researches in Medicine, Keynote 
speech of 1st International Convention, November 30, 2014)

KAWAMOTO Hideo, “Performative Memory” (Study Meeting of human reverse , Hakusan, December 13, 2014)
KAWAMOTO Hideo, “The House of barrier” (with Ohsaki Haruya, Superdry Hall, February 15, 2015)
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