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 三年目、石の上にも三年と言います。三年は刹那であるとともに水滴が岩を穿つ歳月でもあります。本センター
は2011年に開設され三年が経過しました。道中の一歩は既に半ばとはギリシャの賢人の言と聞きます。五年のうち
の三年が過ぎました。幼児語を用いれば、「ぎったんばっこん」の釣り合いはとうの以前に膝をついています。残
す二年を越した三年の凝縮として価値の豊饒なる剰余を世に還すべく努めます。
 いま、私たちは研究員22名、客員研究員27名、研究助手 3 名、PD 1 名、RA 2 名、計55名を数えます。本年度の
事業は、研究会、研究集会、シンポジウム、WEB国際会議など全体で20を越えます。第 1 ユニットの中軸をなす
国際井上円了学会は昨年度の設立総会いらい、本年度は 5 月にアメリカでの研究集会を成功させ、 ９ 月には第二回
学術大会の開催、学会誌『国際井上円了研究』の公刊、研究会も 5 回と、順調な発展を遂げております。第 2 ユニッ
トの方法論研究は研究会 4 回、WEB国際会議 1 回、シンポジウム 1 回、「ポスト福島の哲学」については研究会 5
回を開催しました。この成果を最終年度に『越境する方法』及び『ポスト福島の哲学』（仮題）として出版する予
定です。第 3 ユニットは多文化共生を核に据えて多面的な活動をしております。とりわけイランでの研究集会の開
催は昨年度の本邦での開催と相俟って両国連携の大きな基盤になるでしょう。また、宗教間の共生などシンポジウ
ム・研究会も数多く開催されました。以上の活動を反映して、『年報』は年々嵩が増え、別冊へと流出しております。
これらの事業についてはホームページをご覧下さい。成果を世に還すことは私たちにとって最重要な課題の一つで
す。
 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、未來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」。
 しかしながら、「グローバリズム」が空間的広がりを無効にすることを通して、むしろ人間的社会の霧消に終着
することはもはや明白です。それとともに「価値観の多様化」も見失われがちになっています。「未来への方向性」
はあたかも人としての尊厳を蔑ろにする方向へと向けられているかのようです。日は既に傾きはじめ釣瓶落としの
ようにがらがらと音を発して時代は腐敗し始めました。それを発条にしてどれほどのインターナショナリズムを、
つまりは小さな共同体の別個性をゆたかにしつつ合従連衡のすえに、世界という共同体を構築できるのか、哲学は
背に重い荷を負いながら、この世界を裏返す、裏返し方を見出すという希望を胸に抱くことになります。「次」で
はなく「今」すべきことが問われています。そのための用意を私たちはしてきたのだと考えます。洋の東西を問わ
ずに議論を重ねてきました。そのなかで私たちは東洋系哲学の研究者と西洋系哲学の研究者とが協力して企画を仕
上げるという場を作ってきました。このことは成果の交流では得られない経験を与えてくれると確信しております。
相手への到達不可能性を常に考慮の内に組み入れながら国際的な活動を続け、新しい始まりである終局へと進んで
行きたいと考えております。今後とも皆様方のあたたかいご支援をお願い申し上げます。

はじめに
What should we do now?

東洋大学 国際哲学研究センター長
村上勝三
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＊本書の構成について：

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

 もう少し、この例を続けていこう。幕末や明治初期の日本の学者たちが西洋のidealism（イデアリスム）の考え

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1

ジョン・マラルド
翻訳：白井　雅人

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

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

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

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

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

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

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

。むしろ、彼の関心は
0 0 0 0 0

、彼が属している集団
0 0

の関心に没入しており
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

0 0 0

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

0 0 0

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

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

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

考えて
いたかについて説明するだけではなく、いかに

0 0 0

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

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

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

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

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

「日本近代初期における西洋哲学の摂取」というわたしの論文は、その中で哲学的な問題が提起された用語について、
また明治時代の代表的な哲学者たちの議論の枠組みの違いについての（とりわけ井上円了について）、より広い観
点を提供するものとなっている。
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John C. Maraldo, eds. （2011）, Japanese Philosophy: A Sourcebook. Honolulu: University of Hawai’i Press, 553-582.

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

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

凡例

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

訳者注

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

 ヘーゲル、シェリング、そしてあらゆるドイツ観念論の後、フッサールとハイデガーは、近世哲学の総体が存在
論において収斂する根源の位置にデカルトを据える。すなわち、主観性の存在論であり、すべての知識の土壌として、
基盤として ─ 同時に知識獲得の手段として ─ 捉えられた主観性の上に構築された存在論である。ハイデガー
はこのような主観性をもってみずから「近世形而上学」と呼ぶものを特徴づけるが、そのさい批判の対象とされる
のは主観性それ自体ではない（1927年の『存在と時間』は、現存在分析と平行して、主観性に纏わる問題系を存在

4 4

論的
4 4

にしかるべく練り上げようと努めている）。問題は、むしろ、主観性が不当にもその眼前性（Vorhandenheit）
─ 自存的現前性 ─ において把握されているという点であり、「主体」が蒙る「孤立化」すなわち世界喪失

（Weltlosigkeit）である。「主体」はみずからに与える自己確証の中に独りあり、その確証は、しかし、みずからが
本質的に世界内存在として構成されている（Grundverfassung）という事実を主体自身から見えなくする1。
 ハイデガーの「根源志向」はその代価として諸々の細かな差異を均一化する。デカルト、ヒューム、カント、さ
らにはフッサール。それぞれの学説に具わったニュアンスは、いずれもが一致して主観性を根源に据えている点に
比せば、本質的な事柄ではない。いずれも、主観性を存在者の中核にその原理として措定するという唯一にして同
一の挙措へ帰着する。実際、ヒュームについて見ると、その『人性論』序論もこうしたハイデガーの行き方に抗う
ものではないだろう。思惟的な本性と物体的な本性という初期的な区別をヒュームは受け容れており、区別自体を
問題にはしていないからである。事態を白紙に戻すどころか、ロック的心理学（観念、感覚、印象、触発）の全領
域をヒュームは改めて活用する。だからこそ、フッサールは、『人性論』におけるヒュームの（二重の）企図は「純
粋意識に関する新しいジャンルの学（純粋なる主観性に関する学）、および客観的に存在するものとしての人間に
関する純粋なる心理学」を作る点にあると至当にも考えることができた2。
 このようにして、ハイデガーは、カントまで含むデカルト以降の哲学を主観的観念論として括り上げるのだが、
この括りは、ハイデガーにおいて、およそ近世の哲学が外的世界の観念性という問題で躓いているという事実に対
応する。たしかにカントは、「観念論の論駁」にさいして、「哲学上のスキャンダル」をなすものと彼の眼に映った
この問題を決定的に解決したと主張している。カントの証明によれば、（経験的）観念論の主張に反して、自己意
識は世界の内

4 4 4 4

にあってしか可能にはならない。そもそも、自己意識の可能性は、絶対的な主体、絶対的に孤立して
ある主体の内においてのごとく意識の内にあるのではない。むしろその可能性は、意識の外にある現実的な、つま
り恒常的な諸々の対象と意識との関係の内にある。しかし、ハイデガーの要求はさらに高い。「真の

4 4

スキャンダル」は、
カントがなおも外的世界の実在性を証明する

4 4 4 4

必要を感じているという点にある。それこそ、ハイデガーにしてみれ
ば、批判哲学がみずから閉じることで乗り越えると言い張る時代（『存在と時間』第43節）、すなわち形而上学の時
代に当の批判哲学が属していることの兆候である。［批判哲学がもたらす］陽光の下に新たなものは何もない

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（Nihil 
sub sole novum）。
 カントの足許を掬う、つまり「デカルトによる存在論上の措定諸事項」から離脱する力がカントにはなかったと
するハイデガーの見解の照準は、同じく、そして同様の理由から、フッサールの現象学にも向けられる。形而上学
的観念論の地平から超越論的観念論の地平に移行することで、外界の実在性という問題を解消すると主張するフッ

外的世界の観念性という問題

エドゥアール・メール
翻訳：大西　克智

WEB国際会議「経験論者と合理論者による方法についての対話」
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サールである。果たして『イデーン』（1913年）で打ち出された「現象学的哲学」の本質部分を構成するフッサー
4 4 4 4

ル
4

の超越論的観念論は、カントが存在論に占める位置を ─ ハイデガーの見立てではその位置とはデカルトの位
置でもあるのだが─、越え出てはいないだろうか。もしそうであるのなら、どのようにして超出しているのだろ
うか。言い方を変えると、新カント派が正当化を試みたような批判哲学以前の思弁的観念論に属する諸々の幻想に
再び落ち込んだ…、『イデーン』の「哲学」はそういった仕方で読まれ理解されるべきものではないのではなかろ
うか。
 私がここで素描を試みたいと思うのは、カントによる超越論的観念論が陥った難問群を、フッサールはカントの
手前で、つまりデカルトおよびヒュームによる根本的な懐疑

4 4

（skepsis）へと回帰することによって超出した、とい
う仮説である。まさしくこの回帰によって、フッサールは超越論的自我論の内に定位する。その契機として「超越
論的」という考え方そのものが全面的に規定し直され、以降この語は「意識において生きられたもの（Erlebnisse）」
に関わる、ある意味で非常に「拡張された」─ カント的には何も意味をなさない ─ ものとなる。まさしくこ
の回帰によって、外的世界の観念性という問題に対するフッサール的「解決」が打ち立てられる。「超越論的」と
いう語は、以降、「客観的」世界を含むあらゆる存在についての感覚を与える意識に向けた内在的超越

4 4 4 4 4

として、理
解されることになる（『イデーン』第 3 章 第55節）。フッサールは、事実、カントであれば垣間みさえしなかった
であろう次元へとエポケーを介して向かってゆく。向かっているのだと彼は考える。体験（Erlebnisse）によって
触発される主体にとっての超越論的な生という次元であり、この純粋なる生へと直感によって向かう力が主体には

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

具わっている
4 4 4 4 4 4

。カントにしてみれば、いずれも堅固で相互に分離できない二つの理由から、認めることのできない
考え方である。われわれの内にある何か恒常的なものに関する直感を内感が与えることはないし、「生きられたもの」
による変様を蒙る私とは、つねに「経験的な私」つまり「覚知する私」ではあっても、「統覚する私」ではないの
だから。
 フッサールがヒュームに与えた積極的な意味での重要性をここで強調しておく必要がある。ヒュームは、フッサー
ルによれば、デカルト的懐疑をさらに深め、よりラディカルなものとした。「経験主義的懐疑主義は、デカルトの
根源的な省察がすでに萌芽として含んでいたものを、白日の下に引き出した。すなわち、学以前の知識であると学
的知識であるとを問わず、世界に関する知識の総体が途方もない謎になるという事実を」（『ヨーロッパ諸学の危機』
細谷・木田訳、中央公論社、第24節、125頁［訳文は本稿訳者により一部変更］）。言い換えれば、外的世界の観念
性という問題に関するフッサールの「解決」はカント的であるよりもむしろヒューム的であり、ただしそのヒュー
ムとは、デカルトが垣間みるだけに止まった「純粋主観性に関する学」の内部に立ちえていたであろうヒューム、
超越論的であること（経験および対象が成立すること（Gegenständlichkeit）の可能性を問うという限定的な意味で）
に纏わる問題系を取り込み消化しえていたであろうヒュームである。この問題系において想定されるのが、意識に
おける最も原初的な行為、すなわち意味賦与（Sinngebung）に他ならない。
 フッサールの判断するところ、思惟する私（ego cogitans）と共に「超越論的な主体」を見出したデカルトには、
しかし真に超越論的であるような新たな学を展開する力が欠けていた。思惟するもの（res cogitans）に関する分
析論にデカルトは遅からず没入するのだが、その思惟するものは、延長するもの（res extensa）をモデルとする一
般的な諸規定に従うかたちで理解されてしまっているのである（『デカルト的省察』第11〜12節）。ゆえに、フッサー
ルはヒュームこそが正しいと考える。デカルトが陥った誘惑にヒュームは屈しない。懐疑主義の力によってデカル
トが拓いた主観性の領域に、そして、われ知らずにであれ、来るべき超越論的現象学の分野に、ヒュームは踏み止まっ
た。思想史的な観点からすれば、ヒュームをめぐるこのような見方に異論の余地が大いにあることは言うまでもな
い。それでも、フッサールはこの見方の回顧的な性格を目的論の名で是認する。フッサールによれば、目的論こそ
がデカルトから超越論的現象学の登場に至る西洋哲学の発展を統べてきた。いずれにしても、このようにして理想
化されたヒューム、否応なく主観的観念論の歴史に組み込まれたヒュームによって、「世界」とは自存する存在者
の総体ではなく、純粋かつ単純な「存在という現象（Seinsphänomen）」あるいは価値という現象（Geltungsphänomen）
であることが積極的に示されたということになるだろう。言い換えると、ヒュームをこそ正しいとせねばならない
とすれば、デカルトからカントを支配した客観主義に抗して、無限なる観念および意味としての世界という現象学
的な規定をヒュームが先取りしていたがゆえであるだろう ── こうして拓かれた思索空間の内部に1927年の根源
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的存在論もまた望むと否と位置することになる。
 フッサール自身が断っているように、以上はすべて、「軽薄な主観主義」からヒュームを解放し、客観主義の根
底に彼が与えた動揺を超越論的現象学への序説にしようとする、好意的なヒューム読解を前提としている。ハイデ
ガーは、ヒュームをこのように解そうとは絶対にしなかった。むしろ、デカルト、ヒューム、そしてカントの後、フッ
サールの現象学は相変わらず「外界の実在」を哲学的な解決の必要な問題として立てている、あるいは ─ まっ
たく同じことだが ─ 世界という問題

4 4 4 4 4 4 4

を哲学における究極の問題にして課題とし、その「問題」の解決は主観性
それ自体の内以外にはありえないとしているではないかと考えた。たしかに、ハイデガーが彼特有の総合的なやり
方で見抜いたように、この問題の解決を神の存在に求めるか（デカルト）、私の外にあるものの実在性に求めるか（カ
ント）、超越論的な意識の領野とこの意識に具わる起源的な明証性の領域に求めるか（フッサール）、はたまた問題
の解決はありえないとするか（ヒューム）、どの立場を取るにせよ、外界の実在が問題

4 4

とされているという事実に
何ら変わりはない。この点こそ、ハイデガーの異議が衝くところに他ならない。
 いったい世界というものは、近世哲学にとってのみ、主観性の形而上学の内部に限って、問題

4 4

となるのだろうか。
この形而上学の外へ、さらには現象学の外へあえて乗り出そうとする「後退の一歩」をハイデガーと共に踏み出すや、
世界は問題であることをやめるのだろうか。問いは広大であり、画然とした答えをいま得ようなどとは私も考えて
いない。以下、小論の意図は次の点の理解に努めるところまでに抑制されるだろう。近世哲学とりわけデカルトに
おいては、元来、世界の実在がヒュームにおいてそうなるような心理学上の問題（自分の存在とその存在の現実性
について人が抱くこともあれば抱かないこともあるような確信と結びついた問題であり、その確信は、［デカルト的］
エゴがそれ自体について得る確実性と反比例的な関係にある）になってはいない。しかるに、そうなっていないの
は、いかにしてのことであったのか。「世界という問題」は認識論上の問題であり、より正確には構築性を具えた
問題である。すなわち、「外的」世界の実在性は、懐疑（le doute et la skepsis）に先立ち認識に纏わる何らかの布
置において始めて一つの問題となる。歴史上、世界の実在証明可能性をめぐる問いとして解された「世界という問
題」の出現を年代的に正しく遡って求めるなら、ドイツ観念論が望んだごとくデカルトにではなく、むしろアヴィ
センナへと帰着する。

Ⅱ．なぜ世界の存在が証明されなくてはならないのか？

 私たちは、したがって、神の存在証明という思考の機制へと立ち返る必要がある。13世紀来デカルトまで含め、
形而上学においてありうる諸々の構造と形象のすべてに関して、さらには形而上学という学の可能性そのものに関
しても、決定的な役割を果たしていたのがこの機制である。
 神の存在が証明を要請するものであるのかどうかは自明でない。要請するという場合、それは、アリストテレス
がある箇所（『自然学』第 2 巻 第 1 章 193a）で自然に関して主張した ─ 私見によれば、この箇所が、アリスト
テレスの主張をハイデガーが近代におけるあらゆる観念論に適用するさいの出発点になっている（この点はとりわ
け『時間概念の歴史への序説』に明らかである） ─ のと同じようにして神の存在がそれ自体で知られる（propter 
se nota）のではないということである。アリストテレスにしてみれば、自然というものが存在することを証明し
ようとすることは、現に知っているものに関して知らないふりをせざるをえないという体の理解に苦しむ推論を強
いることである。物体的なものの存在を証明しようとする者は、生まれつき目の見えない人が色を知らずに色に関
して三段論法で推論するのと事情は逆だが比肩可能な状況に直面するだろう3。他方、［質量から］離れて［独立の
個体として］存在する諸実体（substances séparées）に関してはアリストテレスも事態をこのようには裁断して
おらず、その存在が直接的には知られない以上、存在証明はやはりなされるべきである（『形而上学』Ε巻）。
 ゆえに、アリストテレスとその註釈者たちはつねに感覚的実体に関する確実性を要請することから始め、そこ
を出発点として、質量から切り離された諸実体の存在を求めようとした。この点ではスアレスさえも伝統に悖らな
い。たとえ、非質量的実体の存在に到達するや、この存在は確実性と明証性の点で質量的実体の存在の上を行くと
彼が主張するにしてもである。このように途切れることのない自然主義の破れ目は、トマス・アクィナスが見抜い
ていた通り、次のようなアリストテレス的認識論の基底的公理を賦活したアヴィセンナ4から生じている。すなわち、
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一つの学がその学の主題となるものを証明することはないし、その学が用いる諸原理を証明することもない。幾何
学は空間があることを証明するのではなく、むしろその存在を前提として受け容れる。同様に、物理学者は可変
的で可感的な実体があることを証明はせず、むしろそれ自体で知られているものとしてそういった実体を要請する。
しかし、主題が存在しさえすれば、その主題の存在に関する初期条件が満たされるわけではない。つまりその主題
の存在それ自体が確実であり議論の余地はないということになるわけではない。だとすれば、その主題は「先立つ」
何らかの学によって証明されることになると考えられる。
 この先行性をそれではどのような意味で理解するべきか。問題となる先行性は、何か本性上のものなのだろうか。
解釈には二つの可能性があり、それぞれ、アリストテレス主義に含まれる根本的に相反する二つの概念に関わって
いる。アヴェロエスによるアヴィセンナ批判の内に歴史上具現されているこの相反性が、ラテンの著作家たちによ
る形而上学（metaphysica）構築の土壌を形成する。過飽和に至りつつもなお元来の層を崩すことのなかった土壌
であり、形而上学における存在-神論がその構成に必要な諸概念の母体を見出すのも、存在-神論の歴史的精錬過程
にとっての躓きの石を含むのも、この土壌であると考えられる5。しかるに二つの可能性とは ─ 自然学に先立つ
学が、その学自身の対象を確立する（定着させる（stabilire）6）と考えるのか、あるいは、自然学はみずから取り
扱うわけではないある主題の存在を確立し、自然学の「後に」来る学がその主題を考究すると考えるのか。自然学
の後に来る学とはまさしくその名の通り形而上-学である。形而上学はその対象の存在を自然学から受け取ってい
る。対象とは、『自然学』第 8 巻でその存在が証明された、永遠なる第一動者に他ならない。
 学の対象はその学にとって与えられたものである。経験的な意味で与えられる（感覚的所与）という意味ではな
いし、現象学的な意味における贈与のようなものでもない。「所与」というのは、与えられたもの（datum）、まず
始めに措定されたもの（suppositum）、是認されたもの（concessum）であり（後にスピノザが「真の観念が与え
られている」と『知性改善論』において語る場合のような）、取り扱われる何か、すなわち主題を意味する。主題
の意味と存在は、基盤として、土台として、根底として（veluti basis, fundamentum et radix）、あらかじめ知られ
ている。学の対象には、その存在とその意味の知られていることが絶対に必要である。それは最小限度の要請事項
であり、主題が知られていることは、その主題に纏わる諸原理が知られていることと同様、（声に出して）明言さ
れた想定としてであれ、暗黙裡ないし心内的になされた想定としてであれ、つねにあらかじめ想定されている。反
して、当の主題を当の主題たらしめているもの（propter quid）を始めから知ることはできない。つまり主題の原
因となるものを介した証明に基づく知をその主題に関してもつことはできない。学というものは、一般に、主題と
なるものの偶有的諸事項をそれらの原因を通して理解し証明しようとするものだが、いかなる学も、その学に固有
の主題［の存在］を証明はしない。ア・ポステリオリにであれ、「笑止」にもある人々が主張するごとくアプリオ
リにであれ、証明はしない。学は自身に固有の主題を証明抜きで引き受ける7。
 主題に纏わる「偶有的な諸事項（accidents）」と主題が「変様した諸事項（affections）」は厳密に見れば同じではない。
後者は明らかなかたちで知られる（病の兆候が知られるように）と言いうるが、前者それ自体は、主題の認識と共
に与えられるわけでは必ずしもない。むしろ、偶有的な諸事項を確定し、その諸原因を確定することが、まさしく
学の任務となる。しかし学はそれと同じことを学それ自体に関して、あるいはその学に固有の主題となるものに関
して、決してなしえない。学がみずからの考える主題［の存在］を証明できるとすることは、所与の主題からその
主題に固有の原因に関する認識を分析的な仕方で引き出せるとすることに行き着くが、主題の原因は学にとって外
的で外在的なものでしかありえない。アリストテレス的結構においては極めてありそうもないケース、厳密には不
可能なケース、すなわち主題に来るものが自己原因（sui causa）である場合を例外として。理の当然として、あ
る学の主題［の存在］の証明は、別の学において、別の学によってしかなされない。その主題が自身にとっての主
題ではないがゆえに、唯一厳密にその限りで、主題の存在を証明というかたちで確立することが別の学には可能で
ある。この命題を逆さにすると、一見奇妙だが筋は完全に通った次の言明が得られる。すなわち、ある学において
証明可能なあらゆるものは、証明可能であるがゆえに、その学の主題の定義から除外される
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。13世紀はこの命題を
自明で証明不要のものと考える。アヴィセンナの後、この命題は逆説的な仕方で的を得たものになったということ
である8。その流れで、アルベルトゥス・マグヌスはいとも簡単に次のように述べる。「いかなる学においてであれ、
同時にその主題となり、考究対象ともなるようなものはない。神と神の個別諸特性はいずれもこの（第一の）学で
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考究されるものであるから、したがってこの学の主題とはなりえない」。
 こうして、二つの途のいずれを取るかによって、形而上学は異なる対象と異なる責務を選ぶことになるだろう。
神の存在証明の性質もその影響を免れない。形而上学を第一哲学（philosophia prima）とするアヴィセンナ主義の
モデルによれば、第一哲学とは他のすべての学が依拠する基盤を与える学である。他の学に何も借りることなく神
の存在証明を確立する任務は第一哲学にこそあり、他の諸学の方がそれぞれの原理を第一哲学に借りるのである。
第一哲学の対象（あるいはむしろその主題、論点（subjectum de quo））である存在者（ens）はこの学において十
分以上に知られるのであり、この対象の存在が先行する何らかの学において証明されるようなことはない。存在者
以上によりよく知られるものは他にない（nihil ente notius）からであり、存在者を知らしめる他の何かがあるわ
けでもないからである。認識のこのような機序に従う限り、神の存在証明が第一哲学の領野の外で遂行されること
はありえない。
 以上のような形而上学のモデルには、形而上学の対象（subjectum）決定に関して根本的な両義性が含まれている。
もしその対象が存在する限りの存在（『形而上学』 Γ巻, 1, 1003a20）であり、神がこの対象から除外されるとすれば、
それは、たしかに、第一哲学が神学的議論において無能だからではない。そうではなく、第一哲学に卓越した役割
をよりよく賦与するためである。いかなる学も、とりわけ第一の学も、その主題の存在を確立することはない。主
題の存在は、学の対象が与えられたものである（« il y a », « étant donné », es gibt）ことと相関している。そうで
ある以上、神を第一哲学の主題として定義せず、この学の内に含めないという条件の下で、神の存在を確立する役
割が第一哲学には帰されうる。神の存在は形而上学の対象に含まれないが、だからといってそこから断固排除され
るわけでもない。そうでなければ、ソフィストが望むパラドクスのごとく（『メノン』80d-e）、神の存在を追求し
ようと思うことさえなくなってしまうだろう。しかし、アヴィセンナによれば、「われわれが神の存在を見出すこ
とに絶望しないのは、その存在の徴を手にしているからである（quia signa habemus de eo）」。
 アヴェロエスの批判によれば、ア・プリオリな神の存在証明はすべて詭弁である。定義上原因をもたない存在者
に関してその原因を示す、すなわち定義するなどと、いったいどのようにすれば主張できようか。実際、神の存在
証明に関しては、ア・プリオリな証明よりも弱い自然学的な証明（原因（propter quid）からの証明ではなく、な
ぜならば（quia）による証明）しかないだろう。自然学的証明は結果から原因へと遡る。とりわけこの場合であれば、
不動の動者へと向かう、その動者に動かされた運動である。しかし、さらに正確を期せば、一つの学が、学の主題
ないし学の性質を司る諸原理を証明することは不可能であるという点に、問題は関わっている。この準則を文字通
りに受け止める（アヴィセンナのような）者たちは、感覚的実体を領する諸原理を証明するという任務を形而上
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学者に委ねる
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。それは、ある意味で、形而上学本来の超越的使命に反することである。自然学を越え行く（trans-
physique）学から、原自然学（archi-physique）とでも呼ばれるべきものへと形而上学はみずからの地位を落とす。
アヴィセンナ主義が至るこのような逆説的帰結は、その意図に反して、形而上学が神的なるものに関する知（scientia 
divina）として完成することを妨げるだろう。そしてまさしくこのような状況こそ、デカルトによる第一哲学を特
徴づけるものである。この第一哲学は、延長とその諸様態（運動と形）に関する明晰な観念に従って、物体的本性
の存在とその実象性を証明する。
 形而上学に生じた上のような二律背反は、デカルト的形而上学の構造の内側において、いったいどのような仕
方で作用しているのだろう。神の存在証明の問題と、自然学的なものと形而上学的なものの絡み合いの問題という
重なり合った問題に関わるこの仕方をいまや明確にする必要がある。この問題に関係するデカルトのテクスト群は、
必ずしも相互に調和的ではない。まずこの点をはっきりさせておこう。『方法叙説』もついで『省察』も、ア・ポ
ステリオリな証明すなわち「結果による証明」を［ア・プリオリな証明の］上に置いていることは疑いようがない（そ
もそもア・プリオリな証明は『方法叙説』ではなされていない）。とはいえ「結果による証明」における結果とは「思
惟する私」の存在そのものとその「私」の内なる神の観念であり、その限り、結果に発する途は第一哲学に再統合
される。まさしくこのよう経路を辿ることで、デカルトはアヴィセンナとアヴェロエスの中間を行く途を巧みに切
り拓く。アヴィセンナの見た徴（神の存在が明白になることに絶望しないのは、その存在の徴をわれわれが手にし
ているからである）をデカルトは「観念」として解釈する。無限なる存在者の観念をこそデカルトは反駁の余地な
き［神の存在］の証（τεκμήριον）あるいは指標とし、先立って彼が排除する他のあらゆる表徴（signes）（すなわ
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ち他の諸観念）は、セーメイア（σημεῖα）のようなもの、その意味内容は想像の産物でしかありえないもの、つま
り表徴がもつリアリティ以外のリアリティを具えてはいないものでしかない。
 それにしても、いかにして、自然学-神学的証明の崩れ去った跡に宇宙論的証明が構築されるのか。この点に留
意することが重要である。言い換えれば、宇宙論的証明が原理とする最初の言明（私は在る、私は存在する）があ
らゆる物体的諸物の存在についての懐疑を経なければ手に入らないとすれば、それはどのようにしてのことなのか。
しかも、このさい、無限な存在者の観念が発揮する因果性によるア・ポステリオリな証明が証明するものは、いか
なる観念であれ観念から観念の対象の存在を結論しあるいは引き出すことは不可能であるという一般的な了解に対
する特異な例外としてしか現れないのである。したがって、すべては、あたかも、「宇宙論的」議論（神観念の因
果性による議論、および私の存在を維持するものによる議論）の可能性が自然学-神学的議論の不可能性が証され
ることに懸っているかのように、推移しているのである。
 自然学-神学的議論の不可能性と「宇宙論的」と呼ばれる証明の可能性との緊密な連繋に関しては、これを説明
する要素を複数提供することが可能である。

 ⅰ／「第三省察」における神の存在証明は、懐疑によって、すなわち諸々の事物（res）を観念（ideae）へと還
元することによって設えられた結構の内で完成する。通常であれば事物の存在を説明するために必要とされる作用
因の原理が、ここでは、遡って、観念がもつ対象的実象性（réalité objective）を説明するために用いられる。す
なわち、『省察』よりは精錬を欠いた『方法叙説』の言葉によれば、「私たちがもつ観念あるいは知見は、それが実
在する事物についてのものである限り、またそれが神に発するものである限り、あらゆる場合に明晰かつ判明であ
り、この点において必ずや真である」（第四部、AT VI, 38, 21-24）。言い換えれば、観念が因果性という普遍的な
規則に服するのは、それが実在する事物の観念である（少なくともそれが「無ではない」）限りのことである。事
物のその実在性が、懐疑の篩にかけられる。

 ⅱ／観念における形相的実象性と対象的実象性の区別を設えることによって、懐疑は後者（realitas objectiva）
をしかるべく浮かび上がらせる。経験と自然的な生が成り立つ場において、対象的実象性は姿を現すことも、理解
されることもない。要するに、徹底して非現実的なものにとどまる。ところが懐疑による還元を経た上は、対象的
実象性こそが唯一現実的にして確たるものとなる。この意味で、自然学-神学的証明の誤りは、懐疑を踏まえなかっ
たというその方法にある。観念の対象的実象性こそ懐疑に堪えるものであり、ある意味で懐疑のただ中から生まれ
てきたがゆえに、それだけよく堪えるものである。

 ⅲ／自然学–神学的証明を破壊し、因果性を観念の実象性に適用する宇宙論的議論に差し替える。この行き方に
おいては、観念の定義自体のラディカルな変更が前提とされている。神がもつ思惟の範型的形相であった観念は、
思惟のたんなる諸様態（modi cogitandi）へと地位を引き下げられる。範型的な形相として、かつての観念は神の
内にあるというよりも、むしろ神自身であった。そのような地位にあるものとして、観念は、神の本質自体にはそ
のさらなる原因がないように、原因をもちえないものだった。それは、しかしながら、アウグスティヌス的伝統の
総体において、解決不可能なパラドクスを抱え込まねばならないということでもあった。範型としての観念は、［神
の］諸属性と同様、神の本質を理解する上での条件となることはない。むしろ反対に被造的存在者（ens creatum）
を理解する上での条件となるのだが、その条件は、あくまでも、非被造的であり永遠的なのである。

結論：デカルトによる、世界という現象

 ドイツ観念論は、つねに、外的世界の観念性いかんという問題を、思惟する私（ego cogitans）がその「私」こ
そを最初に思惟されたもの（primum cognitum）とする自己措定の代償として取り扱ってきた。あたかも、この自
己措定こそが近代形而上学の特徴となる存在論上の根源的な措定であるかのごとくに。ハイデガーによるかなり広
義の定義によれば、カントと、さらにはフッサールの現象学までこの近代形而上学には含まれる。しかし、小論で
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示そうとしたところによれば、この自己措定が本質的に神の存在証明 ─ カントが自然学-神学的証明と区別し
て宇宙論的証明と呼ぶもの ─ を成し遂げる必要に動機づけられていることを、ドイツ観念論は忘れている。思
惟する私（ego cogito）は、絶対的な起源として無媒介的に与えられたものではなく、むしろ媒体なのである。被
造的存在（ens creatum）として、また諸事物の総体（universitas rerum）として世界の存在を証明する形而上学 
─ 一つの自然神学 ─ の枠組みにおける（したがって「第五」および「第六省察」においてというよりも、む
しろ「第四」および「第三省察」における）、証明手段（medium demonstrandi）として呼び出されたのが、「思
惟する私」である。
 同様に、フッサールによるデカルトへの「回帰」と哲学の「再開」には肝心なものが欠けており、ある意味で、「回
帰」も「再開」も、真実を裏切っている。デカルトにとっての揺るぎないもの（inconcussum quid）は「思惟する私」
に他ならず、これこそが哲学全体の土壌であるとフッサールは考えた。しかし、その「私」は、哲学の主体である
というよりも、むしろ「私」の原因である神の存在を証明するための媒体

4 4

である。世界の実在に関する懐疑は、し
たがって、「私」を最初に考えられたものとする自己措定の結果ではない。反対に「私」の方こそが懐疑の帰結である。
その懐疑は、中世形而上学の構造にその最も深い根を下ろしている。［「第一省察」冒頭に近くデカルトが求める］「最
初の土台」とは、思惟する本性と物体的な本性の存在であり、思惟する本性は、「思惟する私」にとって無媒介的
に自分自身のものであるがゆえ、物体的本性よりもよく知られる。その物体的本性は、思惟する本性によって、つ
まり明晰判明な観念 ─ その形相的実象性においてみれば、観念というのは思惟のたんなる一様態以外のもので
はない ─ によって、知られるものである。したがって、これら「最初の土台から」（a primis fundamentis）な
される再開は、デカルトにとって、世界創造の最初の瞬間を改めて始めるという意味をもっており、起源的状態に
ある知性的本性と延長的本性の最初の瞬間を改めて始めるという意味を、もっている。この点を見落とすべきでは
ないだろう。
 世界という問い
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の出現は、近世哲学をその最も根源的なところで輪郭づける。この問いこそ、主観性の措定に
先立ち、措定をもたらすものである。言い方を変えてみよう。近世における哲学の再開にあたってなされた存在
者に関する最初の言明が「私は思う、私は思惟するものである」─ 私は思惟するものであり、私は、今、その
ことを考える作用の中に、そうする瞬間の中にある ─ であったとすれば、そのことは、言明の最始原にある問
いが、存在者とは何か、実体とは何かではなかったということに由来する。『形而上学』Ζ巻において過剰な意味
内容を担わされ、ゆえに翻訳されることを拒む表現形式によれば、τί τὸ ὄν ; ＝ τίς ἡ οὐσία ;（「存在するものとは何
か」と問うことは、アリストテレスにおいて、実体とは何かと問うことに帰着する）。始原にあったのはしかしこ
の問いではなく、世界とは何か（quid mundus）？という問いである。世界という概念は、諸事物の持続（duratio 
rerum）の総体として理解されるなら（世界mundus＝世界の持続saeculum）、純粋に存在論的な概念に属するもの
である。その場合、世界とは、ヘーゲルの有名な言葉を転用して言えば、時間の定在（l’être-là du temps）でな
くていったい何なのか。
 デカルトと共に「世界という現象」は延長するもの（res extensa）を数学的に理解する可能性に帰着すると考え
たハイデガーは、したがって、デカルトを正しく評価していなかった。世界は、たんに、われわれの前と周囲に
ある空間の無際限的な広がりではない。世界とは、創造した時と同じままに神が維持する量の運動が永続すること
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である。全体のこうした永続性は、知覚される
4 4 4 4 4

ものではなく、想像される
4 4 4 4 4

ものである。そのことは、「世界」とは
一つの「もの」ではないということを、そして、「目に見える世界」という実在する空間およびその中でわれわれ
を取り囲む諸々の物体とは異なって、「世界」がわれわれに影響を及ぼすことはないということを、意味してもい
る。それでも、この「目に見える世界」の中には、自然哲学の対象となるものが存在する。永続性を象徴し、永続
性に関するイマージュの形成を実際上可能にしてくれる何らかのもの、すなわち、われわれの視点から捉えられた

（quoad nos）宇宙の変更不可能性であり、恒星の不変性である。恒星の一定した光度こそ、無数の外なる宇宙があ
ることの指標であり、われわれがもついかなる知覚もいかなる概念も超越した世界があることの指標である。同じ
ようにして、デカルトにおける「世界という現象」の根本的な特徴は、その空間性にではなく、「いかなる観念も
及ぶことのない」作品の広大さと完全性にある。「われわれ人間が原子というものを考え出すためには、もろもろ
の物体に具わる実在性を犠牲にする必要がある」（パスカル）。
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1   ハイデガーは、眼前性（仏語ではl’être-sous-la-main（手許存在）と訳されるが、maintenance（維持［手中に保つこ
と］）という語で理解することも十分にできるだろう）に「実体」として捉えられた世界内存在者の特性を見出している。
Cf.「実体性とは眼前性を意味する。［…］神の存在に関するこういった規定に宗教的な性格は何もない。神とは、たんに、
存在者にとっての符号である。この符号の内で、眼前性としての存在に関する概念が意味するところにおいて、存在者
はまさしくわれわれと出会うのである」（『時間概念の歴史への序説』、ハイデッガー全集、創文社、第20巻、214〜215頁［訳
文は本稿訳者により一部変更］）。

2   フッサール『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』、第23節への付録11［後出の邦訳書では未訳出］。
3   付記すれば、不当な証明を求めるこういった（似非の）必要性が神の存在にもまた関わっているとハイデガーは考えて

いる。『ニーチェⅠ』細谷監訳、平凡社ライブラリー、434頁を参照。このような教科書的アリストテレス主義ないしそ
の残滓は、この箇所の数ページ先（441頁）で「いかなる科学も科学自身について科学に固有の方法では何事も述べる
ことができない」とされる場合を一例として、同著の他の箇所にも頻繁に現れる。

4   「ついで、自然は他方で云々と述べるとき、アリストテレスは自然が存在することを証明したいと思う人々の見解を臆
見として退ける。それぞれの運動原理をみずからの内に有している多くのものが自然から来っていることは感覚に照ら
して明白である以上、自然の存在証明を企てるなどアリストテレスによれば笑止である。実際、明白ならざるものによっ
て明白なものを証明しようとするのは、それ自体で知られるものが何であり、それ自体では知られざるものが何である
のかについて、判断できない人々である。それ自体で知られるものを証明しようと望む場合、そのそれ自体で知られる
ものをそれ自体では知られないものであるかのごとくに扱っているのだから。［…］感覚にとって自然の諸物が明白で
ある限り、自然があることはそれ自体で知られる。他方、個々のものにとっての自然［本性］とは何か、何がそれらの
ものの運動原理であるのか、この点は明白ではない。アヴィセンナがアリストテレスの教えを不合理にも覆そうとした
のもそれがゆえであることは明らかである。彼の望むところによれば、「自然があること」は証明可能である。ただし
自然的なものによる証明ではない。いかなる学も学自身の原理を証明することはできない。［それでも、運動原理が知
られないからといって、自然の存在がそれ自体で知られることまで妨げられるわけではない…］」（トマス・アクィナス『自
然学註解』第 2 巻、第 2 講末）。このテクストはE. ジルソンによって引用・註釈されているが、註釈の射程は小論より
も限定されている。Ét. Gilson, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien, Paris, 
Vrin, 1930, p. 156.

5   この相反性が歴史を通してたえず作用しているという点に関しては、議論の胚珠となるジルソンの論考を参照された
い。Ét. Gilson, « Avicenne et le point de départ de Duns Scot » （AHDLMA, 1927, Vrin Reprise, Paris, 1986）. 存在-神
論の構成に関するハイデガーの見立ては歴史的かつ批判的に再考する必要があるが、この点に関してはブルノワが提案
するところ ─ O. Boulnois, « Heidegger, l’ontothéologie et les structures médiévales de la métaphysique », Quaestio, 
1/2001, p. 379-406 ─ に私たちも従いつつ、彼が示す三分割的な解釈図式にここで述べる相反性を第四の形象として
加えたい。同じくブルノワによる次の著作も参照されたい。Être et représentation. Une généalogie de la métaphysique 
à l’époque de Duns Scot (XIIIe-XIVe siècle), Paris, PUF, 1999, ch. VII, p. 327-404.

6   Cf.「堅固にして変わることのないものを何か学知の内に定着させる［ことを私が希求するならば…］」（「第一省察」AT 
VII, 17, 7-8）。

7   G. ザバレラ『三つの先行的観念について』VIII-IX, col. 516-520.
8   中世の思想家たちが形而上学の主題から神を除外するのは、その存在証明を形而上学に委ねるためでしかない。この経

緯は、ツィメルマンが集めたテクスト群にはっきりと見て取れる。A. Zimmermann, Ontologie oder Metaphysik ? Die 
Bestimmung der Gegenstand der Metaphysik, im 13. und 14. Jahrhundert, 1965, 1998. 形而上学の文脈における次の議
論は、アヴィセンナに遡るものである。「神自身がこの学の主題となることは不可能であると言おう。学の主題となる
ものはその存在を受け容れられたもの（res quae conceditur esse）であり、その学が探求するのは主題のさまざまなあ
り方に限られる。このことは他の箇所によっても知られる通りである。しかるに、神が形而上学における主題としてあ
るとは認めえない。神はむしろ（immo）形而上学において探求されるものだからである」（『第一哲学あるいは神に関
する学についての書』Avicenna latinus, éd. S. van Riet et Gérard Verbeke, Louvain, Peeters - Leiden, Brill, 1977-1983, 
vol. 4, p. 4）。
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1 ．導入

 この論文は、ヒューム哲学における懐疑主義の役割について、デカルト哲学における懐疑主義が果たす役割との
明確な対比点を指摘し解明しながら、簡潔な説明を与えることを目標としている。
 ヒュームは、デカルトとは異なり、しばしば自身を「懐疑主義的」（sceptical）哲学者として描く。ヒュームの
企てを解釈する一つの方法として、この自己描写は、明らかに適切なものである。というのも、ヒュームは、デカ
ルトとは異なり、外的世界──その因果構造──についての我々の信念にも、外的世界のまさに存在そのものにつ
いての我々の信念にも、それらがその上に据えられるべき堅牢な基礎を見出していないからである。従って、ヒュー
ムは、デカルトとは違い、ある仕方で懐疑主義に陥っているのである。
 ヒュームの立場についてのこのような考え方には、いくらかの正しさがある。しかしながら、それは、ヒューム
の見解の精妙さと複雑さを見落としている。ヒュームは、デカルトとは異なり、懐疑主義的疑いが（スティーヴ・
バックルの表現を用いるならば）「生存可能」（livable）かどうか、という問いと向き合わなければならない（Buckle 
2001, 310-11を見よ）。それは、我々が周りの世界に効果的に関わることを可能にするような信念そのものを留保し
たままで、我々は真剣に生活を生きられるのかどうか、という問いである。最終的に、懐疑主義的挑戦に対するヒュー
ムの応答に基礎を与えるのは、懐疑主義的疑いに「生存可能性」が欠けているということである。信念をひとから
げに留保することは、心理学的に不可能であるばかりではない。たとえ、そのような留保が可能であった

4 4 4

としても、
それは──穏やかに述べるならば──我々をひどく無能力にすることだろう。最悪の場合、我々は、全く生き延び
ることができないことだろう。そして、ヒュームは、我々の生活を生きる能力に、そのような有害な結果をもたら
すであろう態度を容認することは、哲学的に妥当ではあり得ないと考えるのである。
 すると、ある意味では、懐疑主義に対するヒュームのアプローチを理解する鍵は、疑い

4 4

（doubt）という概念に
あることになる。デカルトは、当然のことながら、懐疑主義を疑いという言葉で言い表す。つまり、彼が第一省察
において我々に要求するのは、まさに、疑いを許容するすべての主張への信念を留保することなのである。しかし、
デカルトにとって、疑いは単なる手段である。つまり、信念の留保は、我々が経ると想定されている知性の訓練で
あり、それは、一見すると疑い得る諸信念（のほとんど）に対して、堅固でそれらを正当化する基礎を明らかにす
る道行きの一段階である。ヒュームは、対照的に、いかなるそのような堅固な基礎も見出さない。この限りでは、
もしかすると彼の立場は「懐疑主義的」かもしれない。しかし、ヒュームは、懐疑主義の本当の

4 4 4

脅威は、ピュロン
主義的懐疑主義者の──そのような正当化を欠いている場合──疑い得る諸信念は現実に

4 4 4

疑われるべきであるとい
う主張にあると見なしている。そして、ヒュームが否定するのは、この主張である。従って、別の意味──そして、
私がヒュームにとってより重要と考える意味──では、彼は全く懐疑主義者ではない。
 この論文では、私は、帰納的

4 4 4

懐疑主義に対するヒュームの態度のみを考察し、外的世界についての懐疑主義に対
する彼のはるかに複雑で難解なアプローチについては脇におくことにする。しかしながら、私は、両方の場合にお
いて、ヒュームの基本的態度は、多かれ少なかれ同じであると考えている。§2で、エドワード・クレイグが「神
の似姿」（Image of God）原則と呼ぶものと、それに反対するヒュームの立場について簡潔に言及した後、§3で、
帰納的推論についてのヒュームの議論への私の解釈を概説しよう。§4では、懐疑主義の問題へと向かい、§5で、
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ヘレン・ビービー
翻訳：森岡　智文

WEB国際会議「経験論者と合理論者による方法についての対話」



24  WEB国際会議「経験論者と合理論者による方法についての対話」

ヒューム哲学における懐疑主義の方法論的役割について、簡潔に考察する。

2 ．人間の学と神の似姿

 ヒュームは、周知のように、経験主義者であった。彼の目標は、彼の『人間本性論』（Treatise of Human Na-
ture）（1739-40） の序論に述べられているように、「人間の学」（science of man）を開始することである。そして、
その適切な方法は「実験的哲学」（experimental philosophy）であると、ヒュームは考える。つまり、「この学に我々
が与え得る唯一の堅固な基礎は、（中略） 経験と観察の上に置かれなければならない」。よって、ヒュームの人間の
学とは、「実験的哲学の精神的諸主題への適用」ということになる（T xx）。
 それゆえ、経験主義的伝統における分析哲学創設の父というヒュームの現在の位置づけには、しかるべき慎重さ
をもってアプローチする必要がある。実際、私が論じることになるが、帰納の問題という特定の場合において、ヒュー
ムの興味は、認識論的というよりも心理学的なものである。ヒュームの懐疑主義への態度もまた、現実的疑いの問
題よりも正当化の問題に大きな注目をよせる現代的な懐疑主義についての諸議論とは、別のものとされる必要があ
る。
 ヒュームの著作の文脈における一つの重要な特徴は、彼が、エドワード・クレイグ（1987）が「神の似姿」原則
と呼ぶものに反対していることである。その原則によれば、人間は神の不完全バージョンということになる。神の
似姿原則は、実質的な認識論的コミットメントを伴っており、ヒュームの目標の少なくとも一部は、それらのコ
ミットメントが偽りであることを示すことである。例えば、神の似姿原則は、世界の本性へのアプリオリな

4 4 4 4 4 4

アクセ
スが原理的に可能であるとする見解を推し進める。そのような見解は、論理的含意と類比的な世界の因果構造とい
う概念へと自ずから通じ、その結果、因果過程における諸段階は、数学的証明の諸段階と似たものとなる。つまり、
もし我々が、原因の本性を完全に把握できたならば、我々は、その過程における次の段階が何であるのかを、アプ

4 4

リオリに
4 4 4 4

推理することができるということである。それゆえ、例えば、無からは何も生じない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

という原理は、一般
的にアプリオリに

4 4 4 4 4 4

知られ得る概念的真理とされ、それは、原因はその結果と少なくとも同じ程度の実在性を含まな
ければならないという原理─デカルトが、『省察』（Meditations）で神の存在についての「トレードマーク論証」

（Trademark Argument）において用いたことで有名な原理─と関連していた。
 ヒュームは、この神の似姿原則の帰結に反対して、次のように主張する。「もし我々が、アプリオリに

4 4 4 4 4 4

推論する
ならば、どんなものであれどんなものも産み出すことができるように思われる。小石の落下は、よく分からないが、
太陽を消し去るかもしれない。あるいは、人間の願いが、惑星をその軌道において制御するかもしれない」（『人間
知性研究』（Enquiry concerning Human Understanding）（1748）─以下ではEと略─164）。帰納的推理につ
いての彼の議論は、少なくとも部分的には、原因から結果への推理はアプリオリで

4 4 4 4 4 4

はあり得ない、というこの主張
を確立することを目標としている。現代的観点からは、これはほとんど正当化を必要としない主張である。しかし、
もちろん、神の似姿原則の受け入れがたさがこのように認知されていることは、我々がヒュームに負っている哲学
的恩恵の一部なのである。

3 ．帰納的推理（あるいは因果推論）

 しばしばヒュームは、「帰納の問題」（Problem of Induction, PI）を創案し、その解決が不可能であることを示
したと評価される。PIとは、観察されていない事柄が観察された事柄に似ているという信念の、正当化の問題である。
例えば、あらゆる以前の機会において、私が車のブレーキをかけると車が減速したとする。すると、今回私がブレー
キをかける際に、私は車が同じようになると予測する。しかし、もしそれがあるとすればだが、何がこの信念を正
当化するのだろうか？ 過去に車が減速したことは、それが今回もそうなるだろうということを含意

4 4

しない。する
と、なぜ我々は、過去の減速という自分の経験が今回も減速するだろうという信念を正当化する

4 4 4 4 4

、と考えるべきな
のだろうか？ あるいは、別の言い方をすれば、何が、「すべての以前のブレーキかけには減速が続いた」から「こ
のブレーキかけには減速が続くだろう」への推理

4 4

を正当化するのだろうか？ この問いへの充分な答えはPIへの解
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決となるだろうが、残念ながら、そのような答えを見つけ出すのは極めて難しい（そして、いく人かの哲学者たち
によれば、不可能である）ことが分かっている。
 我々は見ることになろうが、PIの主要な要素が、ヒュームの議論に確かに現われている一方で、彼が、ともかく
も帰納の問題──観察されていない事柄についての信念の正当化

4 4 4

に関する問題──に本当に関心を持っているのか
ということは、全く明らかとは言えない。実際には、彼の関心は、むしろ観察されていない事柄への信念がいかに

4 4 4

生じるかという心理学的問いにあった、と私は主張したい。

帰納的推理と因果関係

 標準的に理解されたPIとヒュームの議論の間の一つの重要な相違点は、ヒュームにとっての「帰納的」推理は、
原因から結果への推論であるという点である（彼は、「帰納的」や「帰納」という用語をまったく使用しない。彼は、

『研究』（E 36）において、我々が結果を「予測するよう導かれる」（induced to expect）ことについて述べている
のみである）。実際、私が因果推論と呼ぶもの─原因から結果への推理─についての彼の議論は、因果関係の「観
念」（idea）の吟味という、より大きなプロジェクトの本質的な一部分である（我々は、ヒュームの「観念」をお
およそ概念のことと考えてよい）。我々は見ることになろうが、因果推論についてのヒューム自身の見解は、その
推理は単なる習慣あるいは習癖の問題である、というものである。十分に数多く、CにEが続くのを観察した後では、
Cを観察すると、我々は自動的に

4 4 4 4

Eが続くことを予測するようになる─「論証や推論」（E 39）の何らかの過程の
結果としてではなく、連合的な仕組みの結果として。それは、犬において、その引き紐が留め金から外された時に
散歩を予測するように導くのと同じ心理学的仕組みである。そして、必然的結合の観念についてのヒュームの有名
な議論（『本性論』第 1 巻 3 部14節─T 155-73─および『研究』第 7 節 E 60-79）において、この観念への印
象の源泉を提供するのは、この仕組みの作用─「一つの対象からそれにいつも伴っていた対象へと移行するよう
心を決定すること」（T 165）─であることが明らかになる（ヒュームは経験主義者なので、すべての妥当な観念は、
経験の要素すなわち「印象」（impression）の内にその源泉を持たなければならない）。
 従って、ヒュームにとって、（a）ある出来事が別の出来事の原因であると判断することと、（b）後者の出来事
の存在を、類似した出来事が「恒常的に連接して」（constantly conjoined）いたという過去の経験を基にして推理
するということは、極めて密接に結びついている。「ある種類の出来事が、常に、すべての事例において、別の種
類の出来事に連接していたとき、我々は、一方の出来事が出現するや他方を予言することに、もはや何のためらい
もない。また、それのみが我々に事実の問題や存在についての確信を与えることができる、あの推論［つまり習慣
あるいは習癖］を用いることにも、もはや何のためらいもない。そして、我々は、一方の対象を「原因

4 4

」、他方の
対象を「結果

4 4

」と呼ぶ」（E 75）。ここでのヒュームの重点は、帰納的推理によって、「二種類の出来事」が恒常的
に連接していることを確立した後に、我々は第一のものを第二のものの原因であると推理する

4 4 4 4

、ということではな
い。むしろ彼の重点は、我々が第二の出来事を推理することと、我々が第二の出来事を第一の出来事の結果と考え
るということは、同じコインの二つの面であって、この推理が、我々が因果判断をする基礎となる必然的結合の印
象を与える、ということにある。このアプローチは、PIについての現代的議論のほとんどと明確な対比をなしてい
る。現代的議論は、観察された事柄から観察されていない事柄への推理に対して、関連する出来事間や対象間の因
果的結合について我々がたまたま形成するかも知れない諸判断からは区別した仕方で、注目する傾向があるのであ
る（例えば、Howson 2000を見よ）。

論証

 ヒューム自身は、しばしば、原因から結果への推理に対する「基礎」の探究について語っている。しかしながら、
それには、認識論的読み方も心理学的読み方も可能であることに注意して欲しい。つまり、その推理に対する「基
礎」は、推理に正当化を与えるものであるかもしれないし、でなければ、いかに

4 4 4

推理が生じるかを説明するもので
あるかもしれないのである。当面、私はこの曖昧さをそのままにして、論証を描きだすことにだけ焦点を合わせる
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ことにしよう。後に、私は、我々がヒュームの興味を心理学的なものと考えるべきなのか認識論的なものと考える
べきなのか、という問いに戻ってくることになるだろう。従って、ここで述べるのは、因果推論─原因から結果
への推理─に関するヒュームの論証がいかに進められているかである。（私は、全体にわたる論証である『本性論』
版に従うことにする。）
 第一に、ヒュームは、「我々が原因から結果へと行う推理は、これら個別の諸対象を一覧することからのみ由来
するのではなく、また、一方の対象の他方の対象への依存を明らかにするようなそれらの本質への洞察から由来す
るのでもない」（T 86）ということを確立する。言い換えれば、我々は、一つの対象や出来事を吟味するだけでは、
その結果が何であるかを予測することはできない、ということである。我々がこのことを確信できるのは、「その
ような推理は知識になってしまい、異なる事物を想念することの絶対的な矛盾と不可能を含意することになるであ
ろう」（T 86-7）からである。その一方で、結果が生じないかもしれないというのは、明らかに常に想念可能なこ
とである

4 4 4

。もしあなたが、非常に高いところからワイングラスを石の床に落としたならば、そのワイングラスが砕
けるだろうというのは、確立された事実であるかもしれない。しかし、我々は、それが砕け損なうことも完全にう
まく想像する

4 4 4 4

ことができる（一方、例えば、ソクラテスは人間であり、すべての人間はやがて死ぬ、しかし、ソク
ラテスは死なない、ということは、我々は同じようには想像することができない）。ヒュームの「想念可能性原理

（Conceivability Principle）」と時に呼ばれるものに従うならば、その否定が想念可能ないかなるものもアプリオリ
4 4 4 4 4

に
4

は知られ得ないので、eがcの結果の内の一つになるだろうということは、アプリオリに
4 4 4 4 4 4

は知られ得ないし、cの
観察や吟味のみに基づいても知られ得ない。ヒュームは、ここから、「我々が、ある対象の存在から別の対象の存
在を推理し得るのは、「経験」のみによる」（T 87）と結論づけている。言い換えれば、我々が、あるCを観察して、
あるEが続くだろうと推理することができるのは、我々が、CがEに続くのをいくつか経験したことがあるときの
みなのである。
 原因から結果への推理は、恒常的連接の過去における観察に基いて進むということを確立した後に、ヒュームは、

「経験は、［結果の］観念を、知性によって産み出すのだろうか、それとも想像力によって産み出すのだろうか、つまり、
我々が移行するように決定されているのは、理性によってだろうか、それとも諸知覚の特定の連合と関係によって
だろうか」（T 88-9）と問う。ヒュームは、正しい説明は後者であると最終的に結論することになる。従って、彼には、
原因から結果への推理が推論や論証の何らか過程に基づいており、それゆえ知性の産物である、という可能性を排
除する必要があるのである。そして、ヒュームは、知性がそれをなし得るとすれば、可能な方法は一つだけである
と考える。「もし理性が我々を決定するのだとすれば、それは次の原理をもとにして進むであろう。それは、我々

4 4

が経験を有さなかった諸事例は
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、
 4

我々が経験を有した諸事例に類似しているはずであり
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、
 4

また
4 4

、
 4

自然の経過は
4 4 4 4 4 4

、
 4

常
4

に斉一的に同じであり続ける
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

という原理である」（T 89）。この原理は、しばしば「自然の斉一性原理」（Principle 
of  the Uniformity of Nature, PUN）として知られている。従って、ヒュームが考察している提案は、原因から結
果への推理が、次のように進むとするものである。

（P1） 私の経験において、Cには常にEが続いていた
（P2） たった今、あるCが生じた
（P3） 私が観察しなかった諸事例は、私が観察した諸事例に類似する（PUN）
 それゆえ

（C） Eが生じるだろう

 続いて、ヒュームは、（P3）が何に基礎づけられているのかを問う。「このような命題［PUN］がそこにきそづ
けられると想定されるかも知れない、すべての論証を考察してみよう。すると、それらは、知識

4 4

（knowledge）か
蓋然性
4 4 4

（probability）のどちらかから引き出されるはずなので、我々の目をこれらの明証性の程度のそれぞれに向
け、それらが、この性質の何らかの正しい結論を与えるかどうかを見てみよう」（T 89）。ヒュームは、「知識」によっ
てアプリオリな

4 4 4 4 4 4

知識を意味し、また、「蓋然性」によって経験から由来する信念を意味している。彼の計画は、PUNは、
（a）アプリオリに

4 4 4 4 4 4

は知られ得ないし、また、（b）非循環論的には経験からの推論に基礎づけられ得ない、という
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ことを示すことである。 
 論証の最初の部分である（a）は容易であり、単に、想念可能性原理に再度訴える必要があるだけである。我々は、
自然の経過における変化を容易に想像できるので、PUNが誤りであることは可能であり、従って、それはアプリ

4 4 4

オリに
4 4 4

は知られ得ない。
 （b）については、ヒュームは次のように述べる。

我々は、存在に関する全ての論証は、原因と結果の関係に基礎を置いていること、その関係についての我々の知識は、全

くのところ経験に由来すること、さらにまた、我々のすべての実験的結論（experimental conclusions）は、未来は過去

に合致するだろうという想定の上に進められること、を述べた。それゆえ、この最後の想定の証明を、蓋然的論証あるい

は存在に関する論証によって果たそうとすることは、明らかに循環せざるを得ない（E 35-6）。

言い換えれば、我々のすべての
4 4 4 4

「実験的結論」（つまり、経験あるいは「蓋然的論証」からの推論に基礎を置いて
いる信念）は、PUNを前提しているのである。それゆえ、PUNがそれ自体

4 4 4 4

、経験からの推論に基礎を置くことは
できない。というのも、そのような経験からの推論が、まさにPUNを前提しているからである。（しかしながら、
私は以下で、ここでのヒュームの申し立ては、（P1-3）から（C）への論証が、信念を正当化する可能的方法とい
うよりも、信念を形成する可能的方法として解釈された場合に、より意味が通るということを主張しよう。）
 ヒュームは、原因から結果への推論は、原因の内に現われていて結果の生起を保証するような、未知の「産出力」
に訴えることで進められる、という主張に対しても、同様な論証を提示している（T 90-92 および E 36-8）。議論
のために、CとEの恒常的連接という過去の経験が、過去に

4 4 4

おける現われたCにはEを産み出す「力」があったと信
じる根拠を我々に与える、ということを認めてみてみよう。たとえそれを認めても、PUNを前提することなしには、
要求されている「今のCがEを産み出す力を持つ」への推理には基礎がなく、従って、結果の生起への推理にも基
礎がない。
 これで、ヒュームの論証は完成である──その後、ヒュームは、議論してきた問題に対して、彼が「懐疑主義的解決」

（sceptical solution）と呼ぶものを与えることへと進む。それは、因果推論が、実際には、単に「習慣あるいは習癖」
（E 43）あるいは「連合原理」（T 93）の問題として生じるという、彼の良く知られた主張である。

正当化 vs 信念の生成

 因果推論についてのヒュームの議論の標準的解釈は、彼が本当に帰納の問題、つまり、観察されていない事柄に
ついての我々の信念の正当化

4 4 4

の問題を、提起し─そして、解決不可能と表明し─ているというものである。そ
れゆえに、彼の「解決」は、単に「懐疑主義的解決」である。つまり、その「解決」は、帰納的懐疑主義を弱める
ものとは想定されておらず、我々の心理学的仕組みがそうなので我々自身ではどうしようもない、という口実によっ
て、帰納への我々の信頼に逃げ道を与えるものと想定されているだけ、ということになる。しかしながら、この解
釈は、しだいに問題の多いものと見なされてきている。いく人かの解釈者は、因果推論についてのヒュームの議論
における意図は、単に、因果推論がアプリオリな

4 4 4 4 4 4

推論ではないことを示すことにある、と論じた（例えば、Flew 
1961およびStove 1965を見よ）─それは、ヒュームに因果推論を正当化されていないものと見なすことを要請
しない。また他の解釈者は、彼の目標は、観察されていない事柄への信念が、事実として

4 4 4 4 4

、因果推論についての
4 4 4 4 4

何らかの論証の過程の問題としては生じていないことを示すことにある、と論じた（例えば、Garrett 1997および
Noonan 1999を見よ）。
 私自身の見解は、この後者の解釈が、ヒュームが関心を持っていた論点を、認識論的論点というより心理学的論
点であると適切に解釈している点で、より的を射たものと見なすものである。ヒュームの明言されているプロジェ
クトが、『本性論』の序論で描かれているように、「人間の学」（T xvi）であるという事実は、帰納的懐疑主義が
彼の指針にはないと見なすことに、一つの根拠を与える。というのも、帰納的懐疑主義者に従うならば、「人間の学」
は完全に正当性を欠く結論をもたらし得るのみだからである。ヒュームの「懐疑主義的解決」への伝統的解釈─「懐
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疑主義的解決」は、因果推論が心理学的に強制的なものであることを示すことで、何らかの意味で、因果推論への
我々の信頼に逃げ道を与えているという解釈─は、ここでは役に立たない。なぜなら、ヒュームが人間の学の内
で遂行している種類の「実験的哲学」に従事することは、それ自体は心理学的に強制的なものではないからである。
ヒュームは、実験的方法を是認し、さらに、実験的方法の遂行を、明確に自らが選択した大胆な試みと見なしてい
るように思われる。
 私は、因果推論の議論におけるヒュームの主たる興味は、信念の起源

4 4 4 4 4

にあると信じている。私が、例えば、ブレー
キペダルを押し下げるという印象を持つ時、どのような過程あるいは仕組みによって、私は車が減速するだろうと
信じるようになるのだろうか？ 信念が形成され得る一つの仕方は、アプリオリな

4 4 4 4 4 4

推論によるものである。例えば、
もし私が、ジェーンが三つのリンゴを持っていて、ジューンが二つのリンゴを持っているという信念から始めるな
らば、私は、ジェーンがジューンより多くのリンゴを持っていることを、アプリオリに

4 4 4 4 4 4

推理できる─そして、そ
れゆえ、信じるようになる。しかし、ヒュームが原因から結果への推論はアプリオリな

4 4 4 4 4 4

推論ではないことを示して
いるので、結果への信念は、原因の印象が与えられたとしても、そのような仕方では生じ得ない。では、結果への
信念は、いかに生じる

4 4 4

のか？ 極めて重要なことは、ここでの問いが、一般的な問いであることである。つまり、「こ
の個別の信念は、いかにして生じたのか？」ではなく、「信念一般

4 4

は、いかにして生じるのか？」という問いである。
我々は、諸感官に現われない事実の問題について、いかなる信念も抱かずに生まれるが、結局は、そのような信念
をたくさん持つことになる。このことは、いかに生じるのか？
 ヒュームが答えたいと考える問いをこのように解釈すると、PUNに訴える論証に伴う問題点は、それが正当化
の意味で循環していることではなく、説明の

4 4 4

意味で循環していることになる。つまり、（P1-3）から（C）への論
証は、（C）への信念を正当化しようとして与えられるかも知れない論証として失敗しているのではなく、信念一
般の形成に対してモデルを与えようとする試みとして失敗しているのである。ヒュームは、「観念の関係」（relations 
of ideas）（T 69-73）に関する推論の説明を通じて、アプリオリな

4 4 4 4 4 4

知識の源をすでに説明したと考えている。従って、
もしPUNがアプリオリに

4 4 4 4 4 4

知られ得るとするならば、結果への信念は、（P1）（記憶の内容）、（P2）（印象）、（P3）（知
識の内容）からのアプリオリな

4 4 4 4 4 4

推理の結果として生じ得ることになる。つまり、信念を生成する仕組みは、その入
力として、すでにうまくその源を説明したとヒューム自身が見なしている心的諸内容のみをもつことになる。しか
し、PUNは、アプリオリに

4 4 4 4 4 4

は知られ得ないので、その身分は信念
4 4

であるはずである。しかし、その場合に、PUN
に訴えることは、いかにして信念一般

4 4

が生じるかの説明においては役に立たない。というのも、信念生成の仕組み
とされているもの─（P1-3）から（C）への推理─自体が、信念を入力の一部としているからである。従って、
それは、以前に我々がすでに他の

4 4

諸信念を得ている場合に、いかに我々は何らかの個別の
4 4 4

信念を持つようになり得
るのか、を説明できるにすぎない。
 因果推論の議論からヒュームが引き出そうと意図する唯一の否定的な認識論的帰結は、この解釈によると、因果
推論は、アプリオリに

4 4 4 4 4 4

あるいは直接の感覚的経験に基いて知られる諸前提からのアプリオリな推理によっては、正
当化され得ない（なぜなら、因果推論は、アプリオリな

4 4 4 4 4 4

推理の結果ではあり得ないから）ということである。従っ
て、彼は、その因果推論の議論において、因果推論が経験的に正当化され得るかどうかという問題を提起することは、
全く意図していない。実際、彼は、それが可能であることを単純に当然と考えているようであり、しばしば、因果
推論を推論の「正しい」（just）形式として言及する。
 実際に、私は、ヒュームが以下のように言う時、彼は帰納の信頼性主義的正当化を与えていると考えている（さ
らなる議論については、Beebee 2006を見よ）。

もしある対象の現前が、通常それに連接している諸対象の観念をただちに喚起しなかったとすれば、我々のすべての知識

は、我々の記憶と諸感官という狭い領域に制限されていたに違いない。そして、我々は、善の産出または悪の回避のために、

手段を目的に適合させること、あるいは、我々の自然な力を使用することが決してできなかったであろう。（中略） 自然は、

我々に自分たちの手足の使い方を教えたが、手足を動かす筋肉や神経についての知識は与えなかった。それと同じく、自

然は、我々の内に一つの本能を植え付けたのであり、この本能が、自然が外的諸対象の内に確立した経過に対応するよう

に思考を運んでいくのである（E 55）。
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しかし、明白に（そして、これはヒューム自身にとって明白となったであろうことだが）、いかなる信頼性主義的
正当化も、懐疑主義者の要求を満たさないだろう。というのも、当然のことながら、信頼性主義的正当化は、帰納
的推理への過去の信頼性が、それが信頼可能であり続けるだろうと考える基盤を与えるという主張─ちょうど
ヒュームが、我々が信頼するためのいかなるアプリオリな

4 4 4 4 4 4

基盤も持たないとした推理の形式─に依存しているか
らである。
 ここまでの要点は、次のようになる。ヒュームの因果推論の議論は、（ヒューム以来）伝統的な懐疑主義的な帰
納の問題を提出することを、意図

4 4

すらしていない。ヒュームは、そこにおいて、観察されていない事柄への信念を
我々が形成する仕組みについての心理学的説明を与えた。そして、彼は、この仕組みの構造を全く妥当なものと考
えている。それは、彼の正当化の理論が、真なる信念を伝えるというこの仕組みの能力を信頼し続けることに対し
て、アプリオリな

4 4 4 4 4 4

基盤を与えることに明らかに失敗している、という事実にも関わらずである。

4 ．帰納的懐疑主義者に対するヒュームの応答

 いまだ我々には、正確に言って
4 4 4 4 4 4

、何が帰納的懐疑主義に対するヒュームの態度なのか、という問いが残されてい
る。ヒュームは、帰納的懐疑主義者の、帰納的推理に対して非循環論的な正当化を与えよという挑戦には応じられ
ないと考え、しかも

4 4 4

、それに応じる必要もない─懐疑主義者の不満は、推理の妥当な形式としての因果推論の身
分に異議を唱えるものではない─とも考えているように思われる。しかし、ここには、明らかに間隙が存在する。
なぜ
4 4

、懐疑主義者の挑戦には応じる必要がないのだろうか？ なぜ、因果推論の非循環的な正当化を与えることが
不可能であることが、因果推論の妥当さに異議を唱えるものではないのだろうか？
 私は、ヒュームの応答のうちに、三つの別々の要素を見出すことができると考える。第一のもの──彼が明示的
に述べているというよりは、彼の全体的な立場の内に暗示されているもの─は、ちょうど次のようなものである。
我々が、神の似姿原則にとらわれず、動物としての人間という考えから出発することを想定してほしい。つまり、
人間は、高度に認知的に洗練されてはいるが、それでも、神や天使よりは犬や猿の側に分類されるべき動物である
ということである。この出発点を与えられたならば、我々の世界への認識的アクセスは、神が利用できるアクセス
のより洗練されていない

4 4 4

バージョンではなく、犬が利用できるアクセスのより洗練されたバージョンであることを
期待すべきである。それゆえ、我々は、世界の因果構造へのアプリオリな

4 4 4 4 4 4

アクセス─神にはおそらく成し遂げら
れるが、犬には確実に不可能なもの─を達成できるとは、単に最初から期待すべきでなかったのである。従って、
実際、我々が世界の因果構造へのアプリオリな

4 4 4 4 4 4

アクセスを達成できないことの論証は、本当には驚くべきものでは
ない。つまり、それは、我々が以前に成し遂げることを希望していたかもしれない認識的な理想の実現の失敗とし
て、我々に衝撃を与えるべきことではない。いかなるそのような希望も、我々の基本的本性を動物的というより擬
神的であるとする見解と共に、消滅するのである。
 この考えの道筋は、私が思うに、正当化を要請する際の懐疑主義者の極めて高い基準が、単に不適切な基準であ
るとする考えと、方向を同じくしている。つまり、我々がそれらの基準を満たすことは、そもそも現実的に期待で
きることでは全くないので、我々は、それらを満たすことができないがために、自分たちをひどい認知的欠陥品と
見なすべきではないのである。もし我々が、自分たちの視線を下げるならば─もし我々が、自分たちの動物的本
性を所与のものとし、そして

4 4 4

、信念形成のより良い方法やより悪い方法があるかどうかを問うならば、我々は、最
終的に、現実に矯正的な目的を有する、正当化された信念と正当化されていない信念の間の区別を得ることになる
だろう。つまり、我々は、正当化されていない信念を放棄し、それを正当化された信念に置き換えようと、賢明に
も試みることができるのである。
 彼の応答における第二と第三の要素は、『研究』の次の節ではたらいていることが見て取れる。

というのも、ここに、過激な
4 4 4

懐疑主義に対する主要で最も破滅に追いやる力のある反論があるからである。それは、懐疑

主義がその完全な力と勢いを保持している間でも、いかなる持続的な善もそこから決して結果し得ない、というものであ

る。我々は、そのような懐疑主義者に、次のように尋ねさえすればよい。あなたの意味するものは何なのか
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

？
4

 そして
 4 4 4

、
4
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あなたは
4 4 4 4

、
4

それら全ての物好きな研究によって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、
4

何を提案しているのか
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

？
4

 
 

彼は、すぐに途方に暮れ、何と答えるかべ

きか分からないだろう。（中略）ピュロン主義者は、自分の哲学が、心に何らかの恒常的影響を及ぼすだろうと期待する

ことができない。あるいは、たとえ恒常的影響を及ぼしたとしても、それが社会に有益であろうと期待することはできな

い。それどころか、彼は、もし何かを承認するとすれば、次のことを承認しなければならない。それは、彼の諸原理が普

遍的かつ堅固に広まるならば、全ての人間生活が消滅しなければならない、ということである（E 159-60）。

ここでのヒュームの応答における一つの要素は、疑い得るあらゆる事柄を現実に疑うことを積極的に推奨する種類
の懐疑主義に関わっている。この種類の懐疑主義へのヒュームの応答は、二つの部分からなっている。一つ目は、
経験的事実の問題として、懐疑主義者の推奨に従うことは不可能である、つまり、それが、「心に何らかの恒常的
影響を及ぼす」ことはないであろう、ということである。我々は、自分たちの研究に没頭している間は、外的世界
への信念や原因と結果の安定した関係への信念を、なんとか留保することができるかも知れない。しかし、我々が、
研究を離れて周りの世界と関わり合うやいなや、そのような疑いは、保持することが全く不可能になる。次に起こ
ろうとしていることについての積極的な予測を何も形成することなく、商店へ行っていくらか牛乳を購入すること
を試みて欲しい。あなたは、失敗するだろう。あなたが行う数多くのあらゆる事柄は、予測に訴えることによって
のみ、解明可能なのである。なぜあなたは、靴屋ではなくスーパーマーケットへ向かったのか？ なぜなら、そこ
が、牛乳が売られているとあなたが予測する場所だからである。なぜあなたは、お金を持って来たのか？ なぜな
ら、あなたは、それが途中で人参に変身しないと予測し、また現金との交換によってのみ牛乳を入手できると予測
するからである。なぜあなたは、自分の左足を、自分の右足の後ろではなく前に置いたのか？ なぜあなたは、バ
スの前に踏み出さず、道路を横断するために待機したのか？ などなど。
 二つ目として、信念をひとからげに留保することが、可能である

4 4

と想定してみてほしい。ヒュームは、もし我々
が現実にそうしたとしたら

4 4 4 4 4 4

、我々は確実にすぐに消滅してしまうだろう、と考える。もし我々が、正真正銘いかな
る予測も抱かないとすれば、我々は、全く何事も

4 4 4

しなくなるだろう。我々は、食べることすらないだろう。という
のも、もしあなたが、作ったばかりのサンドイッチが自分に栄養を与えるだろうという予測を抱かないとすれば、
なぜあなたは、それを食べないのではなく─あるいは、それを言うなら、家具を食べるのではなく─それを食
べるのか？
 すると、いずれにしても、ひとからげに疑うということは、選択可能なものではまったくない。我々はそれをな
し得ないか、あるいは、なし得るにしても、そうすることは我々にとって途方もなく悪いということになる。
 懐疑主義へのヒュームの応答における第三のそして最後の要素は、信念留保へのピュロン主義的な推奨の失敗と
結びついている。懐疑主義者が、ここでのヒュームの指摘を受け容れ、それにも関わらず、我々が形成する予測が
─心理学的にあるいはもしかすると単に実践的には、必然的かも知れないが─正当化を欠いていると主張しよ
うとする、と想定してみてほしい。我々がすでに見たように、私は、ヒュームはこの主張に反対すると考えている。
しかし、それを脇におくとしても、彼は、別の応答を隠し持っている。それは、次のようなものである。もし我々
に信念の留保を推奨するのでないのならば、正確に言って、何が我々の信念が正当化されていないと言い張る際の
論点
4 4

なのか？ 我々は、この種の懐疑主義を、単純に知的立場の一種─実践的行為のための何らかの派生的結果
をもつことを想定されない立場─と見なし得る。しかし、ヒュームは、それは単なる知的に気取った態度だと考
える。我々が、どの哲学的原理に従うべきかを考慮するとき、ヒュームの本においては、我々はいかに自分たちの
生活を生きるべきかを問うているのであり、単に哲学の教室や自分たちが書いている本の内で、我々がどの原理を
主張することができるかを問うているのではない。
 私は思うに、これが、ヒュームが懐疑主義者に対して、「あなたの意味するものは何なのか

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

？
4

 そして
 4 4 4

、
4

あなた
4 4 4

は
4

、
4

それら全ての物好きな研究によって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、
4

何を提案しているのか
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

？
4

」と問う際の、この問いに対する暗黙の残され
た選択肢であろう。要するに、いわば理論的には懐疑主義者だが実践的にはそうでない者は、何も

4 4

提案してはいな
いのである。この種の懐疑主義者に対しては、いかなる答えもないかもしれないが、そのような者の推論は、我々
がいかに生きるべきかについて何らの推奨もなさないので、真剣に考えるに全く値しないのである。この種の懐疑
主義の失敗は、誤った前提や当てにならない推論を展開していることにあるのではない。むしろ、「我々は、何を
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信じるべきか？」という問いに対して、何らかの積極的で、生存可能な答えを与えることに失敗していることにあ
る（というのも、「何も信じるべきでない」という答えは、明らかに生存可能でないからである）。従って、懐疑主
義者の間違いは、哲学的仕事を終える前に、その道具を下においてしまったことである。

5 ．結論：ヒュームにおける懐疑主義の方法論的役割

 ヒューム哲学は、多くの点においてデカルトに真っ向から対立する。私が、やや間接的に確立しようとしたこ
との一つは、懐疑主義的な事柄が方法論的に中心的な役割を担っていないことが、そのような対立点の一つである、
ということである。デカルトにとって、懐疑主義は中心的な役割を果たしている。つまり、懐疑主義は、コギトに
向かう出発点と、それに続く、外的世界についての我々の信念および我々自身の推論する力までもを正当化する説
明を提供する、邪悪な悪魔の亡霊なのである。もし我々が、因果推論についてのヒュームの議論を、懐疑主義的な
帰納の問題を提起するものとして読んだならば、我々は、ヒュームのプロジェクトにとっても、懐疑主義が中心的
なものであると結論するかもしれない。そのように理解されるならば、結局のところ、事実の問題に関するすべて
の我々の推論の基礎が単に「習慣あるいは習癖」にあることを明らかにするのが、帰納の問題へのヒュームの「懐
疑主義的解決」ということになる。
 それとは対照的に、私は、因果推論についてのヒュームの議論において、懐疑主義は、彼の指針では全くないと
論じた。ヒュームは、懐疑主義に興味をもっているが、彼がそれに明示的に言及するのは、『本性論』第 1 巻と『研
究』両方の最末尾においてであることに、注目すべきである。従って、彼の全体としての認識論的立場は、懐疑主
義的帰結を有する。しかし、懐疑主義への考察は、そこから彼の認識論的立場が動機づけられ展開するような出発
点─デカルトにとってはそうであるように─ではない。
 それにも関わらず、懐疑主義に対するヒュームの立場は、複雑で難解であり、私がここで与えたよりもはるかに
注目に値するばかりでなく、彼の哲学的立場─とりわけ、神の似姿原則に反対する彼の立場─の中心的側面の
いくつかを強調するのにも役立つ。さらに重要なことには、それは、どのような哲学にその成就を期待すべきかに
ついての、彼の見解を解明するのにも役立つ。よく知られているように、ヒュームは、『研究』のまさに最終行に
おいて、神学と形而上学についてのほとんどの本は、炎にくべられてしまうべきだ、「というのも、それらは詭弁
と幻想以外の何ものも含まないのだから」─つまり、それらは深刻な欠点のある推論に依存しているから─と
述べている。懐疑主義者は、ヒュームが考えるに、深刻な欠点のある推論に依存してはいない

4 4 4

。それにも関わらず、
私は、懐疑主義を擁護する著作にふさわしい場所についての彼の態度は、神学と形而上学についてのほとんどの本
に対するものとほとんど同じだと考える。彼が、それらの著作からいかなる善も得ることはできないと考えている
のは確かである。しかし、私は思うのだが、彼は、それよりも悪いとも考えている（そして、これは、少なくとも
いくつかの国々において、同時代的な共鳴を著しく有する点である）。つまり、懐疑主義を擁護する著作は、いか
なる実践的適用もできない哲学的原理を助長し、そしてそれゆえに、哲学自体を、いかに我々が自分たちの生活を
生きるべきかについていかなる重要性も持たない学問と見なしている点で、積極的に有害なものである、と考えて
いる。従って、私は、彼の見解は、懐疑主義を擁護する著作もまた炎にくべられるべき、というものであろうと考
えるのである。
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 最初に、ヒューム哲学について何らかの関心を抱く一人の研究者として私の知る限りにおいて、私は、ビービー
教授のヒューム因果論への理解がきわめてユニークで刺激的である、という印象を抱いたことを申し述べます。
ヒューム研究の歴史を振り返ってみるならば直ちに気づくことですが、ヒュームは（おそらくはトマス・リードの
ヒューム解釈の影響のために）初めは懐疑主義の哲学者と理解されていました。けれども、ノーマン・ケンプ－ス
ミスがヒュームを懐疑主義ではなく自然主義の哲学者とみなしたことで、この伝統的解釈は劇的に変化しました。 
 ヒュームを自然主義的に読む仕方に従えば、ヒュームは次のような仕方で彼の議論を展開していると考えられて
います。すなわち、確かに一方で、私たちの知覚についての哲学的精査を真剣にかつ合理的に行うならば、理論的
なレベルである種の懐疑論に陥るに違いないであろう。しかし他方で（あるいは、より正確に言えば、私たちが理
論的なレベルで陥る懐疑的な帰結に抗して）、実践的なレベルにおいては、私たちは、日々実生活を実際に生き続
けるということをつねに生き生きと理解することになるのであり、したがって哲学者たちは（懐疑的帰結を捨てて）
この事実に向き合わねばならないし、私たちの想像という機能（すなわち人間本性）を考慮することで、私たちが
日々の生活をいかに送っているか、そのありさまを明確にしなければならない、と。たとえヒュームの懐疑論的な
論証をどう評価するかが学者によってそれぞれ異なるだろうとしても、このようなケンプ－スミスによる自然主義
的見解は、近年のヒューム研究者たちのなかで最も支配的なものであり続けています。もちろん、ケンプ－スミス
が強調するヒュームの自然主義は、クワインがかつて導入したような、現代的な意味での、認識論に関する自然主
義とは明らかに異なります。すなわち、ヒュームの自然主義が人間本性（人間の自然）に焦点を合わせているのに
対して、クワインの自然主義は認識論を自然科学と同一視しようとしている、という点においてです。人間本性と
いう意味での自然は、自然科学の自然とは必ずしも同じではありません。
 しかしながら、ヒュームとクワインの自然主義の両方に共通する特徴があるのです。すなわち、大まかに言うと、

（特に知識についての）哲学は、私たちの知識を規範的にあるいは合理的に正当化するのではなく、それがいかに
生成されるのかを記述するという仕事に従事するべきだという基本的な考えを、彼ら二人の哲学者は共有している
のです。それゆえ、私が理解する限り、ヒューム哲学について積極的に強調されるべき中核的特徴は、正当化の問
題を真剣に取り上げることをあえてせずに、私たちの知識あるいは信念の生成を単に記述することに専念するとい
う彼の基本的戦略にあります。ヒューム哲学に対するこの、現在有力な自然主義的な解釈に、私自身はほとんど同
意しています。
 一見、ヒュームの帰納的懐疑主義についてのビービー教授の見解は、ヒュームについての、この現在支配的な自
然主義的解釈に同調するように思えます。彼女はヒューム哲学における懐疑主義の位置を最後には捨て去られるべ
き何ものかとみなしているからです。彼女は懐疑的議論について「それらは、哲学的原理を進展させる上で積極的
に有害である」と述べています。むしろ、彼女は、「ヒュームの見解は、懐疑論的議論もまた炎にくべられるべき、
というものであろう」と最終的に結論することで、懐疑主義者に対するヒュームの否定的な態度を強調さえしてい
ます。彼女の懐疑主義の否定に関する限り、彼女の観点は、今日有力な自然主義的解釈と緊密な親和性があるよう
に響きます。なぜなら、自然主義的解釈は、ヒューム哲学における懐疑主義の重要性を減じることから立ち上がっ

ヒュームの帰納的懐疑主義に関する
ビービー氏の見解について

一ノ瀬　正樹
翻訳：竹中　久留美
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てきたからです。
 けれども、もし私が誤解していなければ、ビービー教授の議論はこうした論点を越え出ているように思われます。
私が先に論じたように、ヒュームのであれクワインのであれ、自然主義というのは、あくまでも記述的観点から、
どのように私たちの知識あるいは信念が生成されるのかという問題にシンプルに焦点を合わせる考え方だと想定さ
れています。しかるに、ビービー教授はヒュームの議論から（記述的分析というよりむしろ）ある種規範的な含み
を引き出しているように思われます。私にそのように思わせるのは、懐疑主義の重要性に否定的な価値づけを与え
つつ、彼女が結論づけている言説の、次のような一説です。彼女はこう述べています。懐疑的議論は「いかなる実
践的適用もできないし、そしてそれゆえに、哲学自体を、いかに私たちが自分たちの生活を生きるべきかについて
いかなる意義づけも提示しない学問と捉える立場である」。このことはきわめてユニークなヒューム理解です。な
ぜなら、私が理解する限り、ビービー教授のこの議論は、因果的推論についてのヒュームの議論が、私たちの生活
をいかに生きるべきかを私たちに教えるある種の導き、よりラディカルに言えば、ある種の規範となりうると、明
らかにそのように想定しているからです。けれども、正直に言うと、私は、どのようにしてヒュームについてのビー
ビー教授の読み方を理解できるのだろうかといぶかしく思いました。いずれにしても、二つの疑念を挙げたいと思
います。
 初めに、ビービー教授が「実践的適用」という語で正確に何を意味しているものを知りたいと思いました。たと
えば、ヒュームの議論に従えば、私たちは、炎と熱さという二つの現象の間にある恒常的連接の経験によって、炎
と熱さの間の因果的判断に到達します。もちろん、私たちがロウソクのようなものに関わる何かの事物を扱うとき
には、この因果的知識が私たちにとって快適な生活を送るために有用であるということは、疑いなく正しいことで
す。しかし、ここでの有用性は、私たちが快適さや幸福を、私たちの生活で成し遂げるべきある種の基準あるいは
規範としてみなすときのみ、意味をなすことができるのです。このように何らかの価値を規範としてみなすことは、
経験論的な仕方で因果的知識を獲得することとは概念的に独立しています。一方は現象間の因果関係を理解するこ
とであり、他方は何らかの価値を私たちの目的とすることです。実際、因果的知識は、私たちが選択する目的に依
存して、様々な仕方で使われえます。戦争や消防士の場合を思い起こしてください。そこでは因果的知識は、私
たちが単に火傷しないようにする場合とは異なる仕方で使われるでしょう。この事実は、あらかじめ実践的価値
を受け入れることなしには、因果的知識それ自体は実践的意義を持たないということを示唆します。実際、私たち
がヒュームの議論を懐疑主義ではなくある種の自然主義と解釈する限り、「自然主義」という概念の意味に従って、
私たちは記述と規範の両者を大いに注意深く区別しなければならないはずです。
 第二に、私は、前の段落からは全く異なった、あるいはもしかしたら正反対の角度から別の疑念を提示したいと
思います。ビービー教授は、因果的推論についてのヒュームの議論は、正当化が問題となる認識論的観点というよ
りも、心理的観点から提示されていると繰り返し強調しています。私は全く彼女に同意しますし、この理解は明ら
かに、ヒュームを自然主義者とする定評ある読み方に十分に合致します。しかしながら、逆に言うと、まさにこの
点が、ヒュームの議論に関して幾分かの不十分さを私に感じさせるのです。私がここで挙げたいことは、因果関係
というのは、私たちの社会においては、心理的にではなくむしろ実在的あるいは客観的に適用されていることが多々
あるという点です。一つの典型は、被害者が受けた害と犯罪者が行った振る舞いとの間の因果関係に基づいて、私
たちが、誰かに刑事的あるいは道徳的な責任を帰する場合です。もしこの因果関係がまさに心理的なものなら、私
たちの社会体系というのは、あまりに脆弱すぎる、あるいは（さらにいっそう悪いことに）誰が判断するかにあま
りに依存した恣意的あるいは変動的なものであり、公的な処置を行う体系としては到底受け入れられるものではな
いように思われます。私たちの常識が告げること、それは、法廷での法的判断を支えるべき因果関係は、できる限
り客観的に基礎づけられるべきであり、そうでなければ不当なものになってしまうだろう、ということであります。
少なくとも、もしヒュームが因果関係を単に心理的であるとみなしているならば、そのような心理的現象がいかに
して私たちの現実の社会の基礎でありうるかについて、彼はさらなる説明を提示すべきでしょう。
 次に、私はアプリオリな知識の問題を取り上げたいと思います。ビービー教授が言うには、「ヒュームは、「観念
の関係」に関する推論の説明を通じて、アプリオリな知識の源泉をすでに説明したと考えている」ということです。
この点について、私の長年の疑問をお尋ねしたいと思います。「理性に関する懐疑論」での彼の議論のように、ヒュー
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ムは私たちの数学的計算あるいは推論を、時間のなかで生じている私たちの心的過程であると理解していると思
われます。もしそうであるならば、ヒューム哲学の文脈では数学的推論でさえ因果関係の範疇に吸収されるべきで
あろうと私は思います。そうすると、一つの疑問が生じるのです。ヒュームは本当にあるいは整合的に、いわゆる

「ヒュームのフォーク」（すなわち、「事実の問題」と「観念の関係」の間の区別）と呼ばれるものを主張している
のでしょうか、あるいは最終的にはこのヒュームのフォークを（磨こうpolishというよりはむしろ）砕こうabolish
としているのではないでしょうか。ビービー教授が、ヒュームについてのご自身の独特な規範的解釈に基づいて、
どのようにこの点を理解するかに、私は大変に関心があります。
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 メール氏の発表を短く纏めた後に質問を二つ致します。

Ⅰ．La métaphysique en mal de monde（世界にとって折り合いの悪い形而上学）

 メール氏の発表は、主観性と世界の問題を現代哲学から出発してデカルト哲学に照明を当て、それを神の存在証
明の問題に引き戻して１３世紀の哲学に戻り、そこからデカルト哲学の特質を取り出し、これらを合わせて結論を導
くという壮大な構想になっている。
 この構想は二つの部分と結論からなっている。その第一部分は、デカルト形而上学における主観性と世界との
関連という視点から述べられる。その際、フッサールやハイデガーによってデカルト哲学は主観性の上に建てら
れた或る種の存在論であると捉えられていた、とされる。ハイデガーの批判は、デカルトの主観性が「現前性vor- 
handenheit」の一つの様態になってしまっているという点にある。この主観性を哲学の中心におくという点を、ハ
イデガーはカントにまで遡り、カントが「外的世界の実象性la réalité du monde extérieur」の証明を必要とした
ことが「真なるスキャンダル」であるとする。つまり、ハイデガーによれば、デカルトからカントまで「世界」と
主観性の関係は同工異曲だということになる。
 次に、メール氏はフッサールを取り上げる。フッサールはこの問題を「超越論的自我論l’égologie transcen-
dantale」という構想によって克服する。そこではデカルトないしカントのように「私」が「統覚する私le moi de 
l’aperception」ではなく、「覚知する私le moi de l’appréhension」であり、「生きられたものによる変様された私は、
常に経験的私」であるとされる。そこにメール氏はデカルト的主観性とは異なる「体験Erlebnisse」と「直観」の
場を見る。フッサールの「解決策」はカントよりもヒュームに近いものとメール氏は述べる。フッサールによれ
ば、デカルトは「超越論的主体を発見した」が、それでは「新しい科学、純正な超越論的な科学の展開はできない」。
それに対してヒュームは「主観的観念論の歴史のなかで」、世界を「存続する存在のすべてではなく、純粋で単純
な「存在という現象」ないし「価値という現象」にする。デカルトの主体では「世界」へと展開できない、ヒュー
ムの主体はそれを可能にする、とフッサールは解しているとされる。こうしてメール氏によれば、フッサールは世
界を「無限な観念と意味」として現象学的に規定するということになる。ここでメール氏が主題化している「外的
世界の実在」で問われているのは、われわれの感覚に開かれている物体的世界の実在ではなく「世界という現象」
の構成である。こうして、形而上学の役割が、世界の「原型（を）構築（すること）architectonique」として問わ
れ、それはアヴィセンナに戻るとされる。

Ⅱ．Pourquoi le monde doit-il être démontré ?（なぜ世界が論証されなければならないのか？）

 第Ⅱ部で、メール氏はアリストテレス以来の伝統に基づきながら、１３世紀からデカルトまで形而上学の可能な形
態について述べる。デカルトの行おうとした神の実在証明はアヴィセンナとアヴェロエスの二つの途の間に位置す
るとされる。もちろん、ここで取り上げられているのは、主に１３世紀にラテン世界に取り込まれた限りのアヴィセ
ンナ＝イブン・シーナーとアヴェロエス＝イブン・ルシュドである。

メール氏の発表についてのコメント

村上　勝三

WEB国際会議「経験論者と合理論者による方法についての対話」
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 第一に、メール氏によれば、アヴィセンナの示したことは次の通りだとされる。自然学が自然学を基礎づけるこ
とができないように、一つの学がその主題となるものを証明することはできず、そのために「先立つ学問」が求め
られる。それが諸学問を基礎づける「第一哲学」としての形而上学である。形而上学以外のすべての学問は、この
第一哲学、つまり、形而上学に基礎をもつ。これが「世界という問題」のもつ認識論的配置であり、「神の実在を
確立する役割が第一哲学に帰されうる」にもかかわらず、第一哲学とは異なる仕方で、神の実在を証明をすること
になり、結局のところ、われわれは神についての徴しかもつことができないということになる。こうして形而上学
は「超ー自然学trans-physique」的学問から、「或る一つの原ー自然学une archi-physique」の段階へと変質する。
つまり、形而上学は自然学を超えて神の実在を証明し、そのことによって自然学を基礎づけることから、自然学の
原型としての世界構成を示すものへと落ち込む、とされる。これが第一の途である。第二の途はアヴェロエスによっ
て提起されている。アヴェロエスは神のア・プリオリな実在証明はすべて誤謬推理であるとする。そしてこのア・
プリオリな証明よりいっそう弱い自然学的証明に依存することになるとされる。
 この二律背反、おそらくは、一方では「超ー自然学」が「原ー自然学」の役割しか果たさないが、他方では、自
然学的証明は可能であるという事態が、デカルト形而上学の構造をどのように規定するのか、これが最後の問題に
る。メール氏は、『方法序説』と『省察』においてア・ポステリオリな証明に第一の位置が与えられているとする（『方
法序説』「第四部」の神証明はアプリオリな証明であると私は考えるが、その点を今は問わない）。メール氏によれ
ば、自然学的証明という仕方で世界の秩序を成り立たしめている根拠を求めることが、デカルト形而上学において
はもはやできなくなり、世界の偶然性から必然性を求めるという証明をデカルトが行ったということになる。この
ことをメール氏は「自然神学的論証の不可能性と宇宙論的と呼ばれる証明の可能性との緊密な結合」という視点か
ら捉え、デカルトの「第三省察」における第一の証明について三点を指摘する。この三点を、メール氏が観念の「私
の内にあるin me esse」ということと観念の表象内容である対象的実象性の「対象的にあるesse objectivum」とい
うこととをどのように区別しているのかわからないので、精確に捉えることはできない。それでも纏めてみれば、
メール氏がデカルトについて指摘していることは、観念に因果性が適用されうるには、観念が実象的réelleでなけ
ればならないが、観念が実象的réelleであるのは、経験の領域においてではなく、懐疑によって還元された、つまり、
存在措定を取り除かれた領域においてであり、この二つの条件が示しているのは、神の本質から出発する神証明は
不可能であり、被造物にとって知解可能な限りで神について語らなければならない、ということになる。この事態は、
デカルトの観念がアウグスティヌス以来の中世スコラ哲学的な「範型としてのイデア（観念）idea exemplalis」か
ら「思いの様態modus cogitandi」へと再把握されていることに関係するとメール氏は言う。言い換えれば、デカ
ルトの神は人間の有限性の範囲のなかで知解された神だということになる。逆の面から見れば、メール氏はデカル
ト形而上学に超越という事態は看ていないということである。メール氏によるデカルト解釈が示しているのは、私
たちにできるのは神の実在証明ではなく、それに擬えながらなされる「世界という現象」を構成することだという
ことになるのであろう。それが神の実在証明を行うデカルトの動機だとされる。

質問

（ １ ）第一に、「世界」という概念について。デカルトが「第六省察」で行っている物体の実在証明は感覚を介した
物質的世界との関係を拓くが、この物質的世界は現実性をもたないのか。「感覚」を介した世界との接触についてメー
ル氏はどのように考えているのか。デカルト的な物質的世界は、「世界という現象」よりも遙かにリアリティをも
ち、身心合一体としてのわれわれが経験を紡ぎ出す場である。メール氏は<< monde >>という言葉で「世界の存在」
をも問題にしているのだろうか。つまり、メール氏の「世界」概念は「存在」を内包している「世界」概念だとい
うことか。メール氏が「世界という問題」を「認識論上の問題」として捉えていることもこのことを示している。「世
界」という概念に「存在」をも読み込まなければ、メール氏の言う「世界」は美しい現象に留まるのではないか。

（ 2 ）第二に、このことと関連するが、哲学史的展開が時代を経るにつれていっそう真理に迫ることになる、つま
りは現代に近づくほど哲学が「素朴」ではなくなり、洗練され、いっそう真理に近づくというこの独断的意見に理
由はないと考えるが、この進歩という理由の他に、世界の問題を「世界という現象」に還元してしまうことはどの
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ような意義をもつのか。言い換えると、超越論的現象学が形而上学の最後の形態であるとメール氏は考えているの
か。また、そのことが現代社会において人々の生活に及ぼす悪影響についてどのように考えているのか。今のこの
時代において、科学技術だけではなく、政治経済的にも、物体的自然である世界を「世界という現象」として捉え
ることの悪しき影響が現出しているのではないか。
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 メール先生とビービー先生にそれぞれ一つ質問をさせて頂きますが、両者連動していますのでまず続けて読ませ
て頂きます。

メール先生への質問

 （謝辞略）
 デカルト的「世界」をメール先生は「現象」として捉えられています。果たして、デカルトは、この「現象」を「記
述的descriptive」な仕方で構想しているのでしょうか。あるいは、この構想は、「規範的prescriptif」な性格を帯
びているのでしょうか。「規範的」というのは、言うまでもなく、自然界の多様な運動を目的論的に説明すること
ではありません。そうではなく、デカルトにおいては自然学的探求も形而上学的探求も最終的に「知恵sapientia」
の探求に包括される。すなわち、「日々のより善き生meilleure vie morale」の追求を動機として共有する。この点
を指しての「規範」性です。ところでメール先生はデカルト的な「世界という現象」を「完全性」という語で説明
されている。「完全性」という考えは、神の完全性に由来し、善性がその重要な部分をなしている。そうだとすれば、
デカルトによる「現象」把握も純粋に「記述的な」ものではありえないことになるのではないか。
 この点に関するメール先生のお考えをお聞かせ願いたく思います。あわせて、フッサール現象学における記述的
なものと規範的なものの関係についてもお教え願えればさいわいです。ただその前に、ビービー先生への質問も読
み上げさせて頂こうと思います。

ビービー先生への質問

 （謝辞略）
 ビービー先生への私の質問は、メール先生への質問も実はそうだったのですが、一ノ瀬先生が取り上げられた「記
述」と「規範」の区別に触発されたものであり、とりわけ後者に焦点を合わせたものです。
 ヒュームの文脈における“normative”もデカルトの文脈における“prescriptif”も、いずれも“descriptive/
descriptif”と対をなすという点で対応関係にある一方、両者の概念値は厳密に同じではたしかにありません。そ
れでも、“normative”は知識の正当化に関わり、正当化とはいずれ何らかの仕方で原因、根拠ないし原理の探求
に繋がる営みでしょう。そうであるならば、両者を同じ方向で考えることもできるのではないか。ヒューム自身は、
デカルトの“prescriptif”な行き方─知恵の探求、すなわち全一的な人間の生における完全性へと漸近してゆく
可能性の探求─が超越的な善性の観念にどこかで導かれたものである限り、この方向に進むことを拒むでしょう。
しかし、もし拒否が決定的であるならば、本会議のテーマである「方法論の越境」もまた、その現実味を相当深刻
に奪われることになるのではないか。
 だからこそ、一ノ瀬先生とはある意味で反対の角度からビービー先生にお尋ねしたいと思うのです。もしもビー
ビー先生が、一ノ瀬先生が指摘されたように、ヒューム哲学の解釈において「何らかの規範的含意」を完全には棄
てていないとすれば、その場合、知識の正当化に対する経験主義哲学的関心と、「知恵」に対する合理主義哲学的
希求と、両者を綜合的に考えようとする途をどこまで進むことができるでしょうか。反対に、それでもやはりヒュー

メール氏とビービー氏へのコメント

大西　克智

WEB国際会議「経験論者と合理論者による方法についての対話」
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ムにおけるnormativeなものとデカルトにおけるprescriptifなものを同一の視野で語ることを躊躇わせるものがあ
るとすれば、それはいったい何なのでしょうか。
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 智慧の実践では、自己と一切の現象の本質を吟味します。これには分析的な瞑想が必要となりますが、その瞑想
は、逆に、集中され、不動で、静かな心に依存します。
 自己と一切の現象の本質を吟味した後に、瞑想者は、一切のものは常に変わっており、ある瞬間に「そうであ
る」と見えるものは、次の瞬間には「そうではない」ということを経験します。かつて種であったものは植物とな
り、さらには縄として編まれます。一滴の水は流れとなり、やがては川となります。そして、蒸発し、ついには雨
となって再び地上に降ります。常に流れがあるわけです。つまり、一つのものが他のものに変化するのです。同じ
ように、自己は移り変わります。
 みなさんは決して自分自身で生きているのではありません。みなさんは家族や社会や文化の中で生きています。
常に他人と相互に触れ合っています。すべてのもの、すべての人が関連しています。わたしたちの諸のカルマ（行
為）は、わたしたちの宇宙（世界）─外であれ身体的であれ内面的であれ─を生み出す原因や条件（縁）のもとと
なります。
 ブッダが業について説明したように、
    「これある時それあり。これ生ずるによりてそれ生ず。これ無きによりてそれ無し。これ滅するによりてそれ

滅す」
です。
 瞑想者は、この相互依存（縁起）、この相互連関を、外の宇宙（＝外界）の構成要素と、彼自身の世界である五
つの集まり（五蘊）と、彼の心という内面の宇宙とを吟味することによって、悟ります。
 彼は、外の宇宙は、地・水・火・風・空という五つの元素から成ることを見ます。まったく同様に、わたしたち
の個人の宇宙・わたしたちの「自己」は、五つの集まりから成ります。最初の集まりであるわたしたちの身体や形（＝
色蘊）は、外の宇宙の諸要素に対応します。すなわち、わたしたちが住んでいる宇宙とまったく同様に、わたした
ちの身体は、地（物質）・水（液体）・火（体温）・風（呼吸の力）・空

くう

（内にあるもの）からできています。さらに、
わたしたちの五感は、五つの要素を象徴します。すなわち、視覚対象は空、音声は水、においは地、味は火、接触
は風を〔象徴します〕。
 同様に、心という内面の宇宙は、五つの肯定的、五つの否定的な特徴を持っています。それらは、外界の五つの
元素と、色蘊とそれに対する五感に対応します。

・地（物質とにおい）は、平等性という美徳（＝平等性智）と、その反対である傲慢という幻想です。
・水（液体と音声）は、鏡のような智慧（＝大円鏡智）と、その反対である怒りもしくは憎しみを体現しています。
・火（体温と味）は、区別する智慧（＝妙観察智）と、その逆である欲望もしくは貪欲を表します。
・風（呼吸と接触）は、一切を完成する智慧（＝成所作智）と、〔逆である〕嫉妬や恐怖という幻想に順応します。
・  空（〔わたしたちの〕内にあるもの（＝空間）と視覚対象）は、すべてを含む智慧（＝法界体性智）と、その反

対である無知や幻想を表します。

 私たちの宇宙のすべて─外であれ身体的であれ内面的であれ─は、相互に鏡のように映し出し合っています。す

智慧と空性

アジャ・リンポチェ
翻訳：堀内　俊郎

特別講義
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べてのものは、対応する関係の中で、相互に連関しています。
 瞑想者がこれらすべての関連を経験した時、彼は独立した自己が空であること、一切の現象が空であることを悟
ります。彼は智慧を得たのです。この智慧には慈悲が必要です。なぜならば、瞑想者は苦しみの海の中（≒多くの
苦しんでいる人たちがいる中）では幸せではいられないからです。それはあり得ないことです。
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 インド・アーリヤの諸部族は，紀元前 2 千年紀中頃，ヒンドゥークシュ山脈を越えてインダス上流域に進出し，
讃歌集『リグヴェーダ』と，それに続く祭式文献群を遺した。その中から，彼らの世界観，価値観の一端を紹介し，
それらが，仏教をはじめインド文明の展開中に果たした役割をたどる。また，背景にあるインド・ヨーロッパ語族
共通の世界理解の中には，今日の「グローバル化」にまで連なる要素が確認できはしないか，問題を提起する。

1 ．インド・ヨーロッパ語族

インド・ヨーロッパ語族
  アナトリア語派（ヒッタイト語，ルーヴィ語など）

    インド語派（ヴェーダ語，サンスクリット，中期インドアーリヤ語，現代アーリヤ諸語）

  インド・イラン語派  ヌーリスターン諸語

    イラン語派（アヴェスタ語，古ペルシャ語，中期イラン諸語，現代イラン諸語）

  トカラ語派

インド・ヨーロッパ  アルメニア語派

（印欧）祖語  ギリシャ語派（ミュケナイ，アイオリス，ドーリア・西北ギリシャ，アルカディア・キプロス，イオニア・アッティカ方言群）

  ヴェネト語，イリュリア語など痕跡諸言語

  アルバニア語派

  イタリック語派（ラテン語など，その後裔イタリア，フランス，スペイン，ポルトガル，ルーマニア，レトロマン語など）

  ケルト語派（アイルランド語，ウェールズ語，ブルターニュ語など）

  ゲルマン語派（ゴート語；北欧諸語；ドイツ語，英語，オランダ語など）

    バルト語派（古プロイセン語，リトアニア語，ラトヴィア語）

  バルト・スラヴ語派 

    スラヴ語派（ロシア語，ブルガリア語，ポーランド語，チェコ語など）

1.1．古代インドの文献は紀元前1200年頃編集固定されたと考えられる『リグヴェーダ』に始まる。以降，紀元前
に遡る資料はインド・アーリヤ語で著され伝えられた文献にほぼ限られる。インド・アーリヤ語はイラン諸語や
ヨーロッパの主な言語とともに「インド・ヨーロッパ語族（印欧語族）」に属し，一つの「インド・ヨーロッパ祖語」
から分岐発展したものである。今日では，基になった印欧祖語を活用形の一つ一つから，そのアクセント位置に至
るまで復元することが可能になっている。個別言語間の音の規則的対応（「音韻対応」）に基づき，個別言語の中で
起こった音の変化（「音韻変化」）を辿って歴史的展開を検証する作業を中心とする印欧語比較言語学の成果である。
上に掲げたインド・ヨーロッパ語系統図は各言語が単純に祖語から分岐した姿を表している。実際に印欧祖語を復
元する作業には，このような単純な拡散を想定することから始めることが能率的である。インド・ヨーロッパ諸言
語を類型論的に観察したり，たとえば，統計的分析によると，いくつかの言語間に共通する要素が見いだされ，よ
り複雑な分岐過程を仮定したくなる。イタリック語派とケルト語派の諸言語の間には共通する構成要素が複数見い
だされ，イタロ・ケルト語派が想定される可能性は確かにある。しかし，「イタロ・ケルト祖語」を具体的に復元

インド・アーリヤ諸部族のインド進出を基に人類史を考える

後藤　敏文
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することは難しい。さらに，それらの構成要素の一つ一つは殆ど全てインド・イラン語派にも見いだされる。
 このような事情は学問分野を成り立たせている条件とも関連する。インド・ヨーロッパ語比較言語学は，各言語
の文献に在証される言語事実に基づき（「文献学的」），言語間の事実を「比較」し「歴史的」に説明する，という
三本柱から成り立つ。インド・ヨーロッパ語族の諸言語は「比較」を有効な方法とする好条件を満たしていた。例
によって示すと，ギリシャの言語とインドの言語とが共通の言語から分かれて歴史に登場するまで，両言語群の間
には接触がなかったと考えて良い。従って，両者の資料を純粋に対比させて比較することが可能なのである。その
間に互いに干渉・影響があったとすれば事態は複雑になり，純粋な比較を行うことは容易ではない。一つの方程式
中に，資料の比較分析と影響関係を解きほぐす分析検証という二つの未知数を相手にすることになるからである。
イタリック語派とケルト語派との間にはそのようなもう一つの未知数が入り込んでいる可能性がありはしないか。
以上，私が一見素朴な単純なパターンから出発することの説明である。

1.2．インド・ヨーロッパ語族とその拡大の歴史，彼らの理念，世界理解を巡る問題の把握は，人類史理解にとっ
て重要である。英語などのゲルマン語派の諸言語をはじめ，ラテン語の末裔たち，スラヴ系諸言語が今日占めてい
る地域を見れば諒解できるように，その言語圏は広範囲に亘っている。しかし，もともとは黒海の西北方に紀元前
5千年紀（B.C. 4000年代）から考古学的に確認される，乗馬を伴う父権的遊牧文化（M. ギムブタスの「クルガン」
文化）から出発していると見てよい。印欧語族の拡大は「世界史」へ向かって進んできた人類史に潜む重要な問題
と関わっている。紀元前 2千年紀には各地に文献資料が現れ，諸部族の侵出が跡づけられる：
・  おそらく製鉄技術を持つ当地の山岳民を支配下に入れてアナトリアから版図を広げたヒッタイト王国（紀元前
17-13世紀を中心），

・ギリシャ諸部族のエーゲ海への進出（ミュケーナイ文書は紀元前14世紀に遡る），
・ユーラシアの広範な地域におけるイラン系諸部族の活動，
・インダス上中流域へのアーリヤ諸部族の進出
などが続く。後者の一部は紀元前 2千年紀半ば，メソポタミアにミタンニ王国を建てた。
 その後，
・  紀元前13-11世紀には「海の民」が小アジア沿岸からエジプトにかけて来襲する。それまで，火山爆発や地震を挟み，
地中海東部の覇権を巡る部族連合同士の戦争が繰り返されていた。ホメーロスの叙事詩の舞台もこの中に納まる。

・  ヨーロッパ全体に進出していたケルト諸部族をやがてローマが駆逐し，強大な帝国を築く。ラティウムという集
落から出た一握りの若年の男たちが成し遂げた出来事である。

・  さらに，ゴート族など東ゲルマン諸部族がヨーロッパを席巻し，遅れてフランク族がフランク王国（紀元後
5 - 9 世紀）を築く。 5 世紀には北ドイツ沿岸からブリテン島へ渡った人々が，ローマに追われて同島にあった
ケルト系の人々，その他の先住民を征服する。

・ノルマン人の遠征，「新大陸発見」，メイフラワー号（1620年）と，彼らの闘争と拡大は進んだ。
・スラヴ語派の分岐拡大は10世紀以降になって顕在化する。
 「世界史」はインド・ヨーロッパ語族の父権的攻撃的拡大に多くを負っている。父権制は闘争を勝ち抜いて部族
が拡大するために有効である。ギンブタスは紀元前4000年前後，ドニエプル中下流域に「サティー」の風習を示す
墓があることを指摘している。サティーとは，後のヒンドゥー社会において，夫が死ぬと殉死させられた「貞夫人」
のことである。

2 ．インド・イラン共通時代とBMAC，「アーリヤ」と「アリヤ」

2.1．インダス河は『リグヴェーダ』以来 1） Síndhu-，複数Síndhavaḥとよばれる。そのイラン語形が 2） Hinduである。
新アヴェスタ語 Həṇdu-，Hapta Həṇdu 「 7 つのヒンドゥ」はともに「インド地域」を意味すると思われる。古ペルシャ
語Hindu- はアケメネス朝支配下のインド地域を指す。 3） Indos, Indusは，このイラン語形から，語頭のhを失う
小アジアのイオニア方言に由来するものと思われる。それぞれの語形に対応する漢語表現が， 1） 身毒，身豆，真
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定など， 2 a） 賢豆，乾特，県度などとその方言形に基づくかと推測される 2 b） 天竺，天毒，天豆など， 3） 印度，
印土などである。
 イランは正確には「イーラーン」Īrānであり，「アリヤaryaたちの（邦）」を意味する複数所有格に起源する。イ
ンドに入った諸部族は別の派生語形「アーリヤ」ā́rya-を自称していた。基になったアリarí-は「主人」，「敵」な
どと訳されることが多いが，もともと「部族の成員」を意味し，自分の部族の有力者と敵の部族民とについての用
法が表面に表れた結果と考えられる。イーラーンの基となったアリヤaryá-という語はインドでも用いられ，1「部
族の成員たる資格を持つ者」を，イラン側に対応形をもたないアーリヤ ā́rya-（「アーリャ」，韻律上ā́riya-「アー
リヤ」と 3音節であることが多い）は「部族成員たる仁義を備えた，部族慣習法に従う」を意味するものと推測さ
れる。Witzel-Gotō Rig-Veda. Das heilige Wissen. Erster und zweiter Liederkreis. Frankfurt a. M. 2007, 828 s. v. 
arí-参照。因みに，漢訳仏典はアーリヤを「聖」と訳す。2

 「アーリヤ」の人々はアフガニスタン方面からカーブルKābul川（『リグヴェーダ』にKúbhāとして現れる）に沿っ
て東進し，ヒンドゥークシュ山脈を越えてインダス上中流域に侵出したものと思われる。
 アーリヤの諸部族は，紀元前1500年頃から牛，馬，ヤギ，羊の遊牧をしながら部族単位で順次インド亜大陸に
入ったものであろう。彼らは，マルギアナ（マルグシュ，現メルヴMerv付近），アレイア（ハライワ，現ヘーラー
トHērāt付近），バクトリア（バクトリシュ，現バルホBalkh）を結ぶ三角地帯，さらに，南はアラコースィア（ハ
ラウヴァティシュ，現在のカンダハールKandahar付近），北はオクソス河（アームー・ダリヤーĀmū Daryā）か
らアラル海周辺（コワレズミー）にかけての地方から，何らかの必要に迫られ，カーブルの峠を越えざるを得なかっ
たものと思われる。これらの故地はザラスシュトラZaraθuštra（ゾロアスター）が新宗教を打ち立てるのに成功し
た地域と重なる。その地に残ったイラン系の人々は東方へ回避することなく，社会と宗教の改革によって危機を乗
り越えたものと考えられる。イラン系諸部族は古くからユーラシア一帯を広く移動していた。また，インド・アー
リヤ系と考えられる一派も，紀元前16世紀にメソポタミア北部に進出し，紀元前14世紀後半にヒッタイト王国に併
合されるまでミタンニMitanni王国を築いていた。古い文献から直接知りうる「インド・イラン共通時代」は紀元

<インド・イラン河川名など＞
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前 3千年紀末のアフガニスタンを中心とする地方における活動を意味する。
 インドに現れる河川名にはインド，イラン共通の名称が見られる。サラスヴァティーSárasvatī-はアラコースィ
アのイラン名，古ペルシャ語ハラウヴァティシュHarauvatiš （新アヴェスタ語には現地の方言要素を反映する
Haraxvaitī-が現れる）に対応し，「湖，池を持つ（川）」を意味する普通名詞に由来するものと思われる。サラユ
Saráyu-は，ハームーン湖に流れ込む河川名に遡ると思われるアレイアの古ペルシャ語名ハライヴァHaraiva-にほ
ぼ対応する。これと，新アヴェスタ語，単数対格形Harōiiūm，さらに派生形容詞hārōiiu-「H出身の」からイン
ド・イラン祖語*sarai̯u-が復元できる。スゥヴァーストゥSuvā́stu-には新アヴェスタ語ホヴアーストゥラーXvāstrā- 

（現クハーシュ・ルードXāš-Rūd）が対応する。後肢の名詞語形は若干異なるが，ともに 「良い居住地を持つ（川）」
を意味する。スゥヴァーストゥは，今日のスワートSwāt 川で，カーブルKābul川がアトックAttock付近でインダ
ス川に合流する少し前に西方北側からカーブルに合流する。クハーシュ・ルード，ハライヴァ，カーブルの三河川
群の源流は，隣接している。渓谷に沿って東方へ進めば，高度3000m程の峠を越えるだけで，インダス上流に至る。
クハーシュ・ルード，ハライヴァ，サラスヴァティー，ハリー・ルードはいずれも，内陸で没する。

 現在のアフガニスタン，トゥルクメニスタン，ウズベキスタン，タジキスタン，カザフスタンに跨る地方に
は，紀元前 3 千年紀から「バクトリア・マルギアナ考古複合」（Bactria-Margiana Archaeological Complex，略
称BMAC）と称される大規模な城塞都市を擁する定住文明の栄えていたことが考古学的に明らかになりつつある。
インド・イラン共通時代の人々は，おそらく紀元前 3千年紀末頃に同文化圏に遭遇し，この先進文明から重要な文
化要素を取り入れた，ないし，受け容れざるを得ない環境下に置かれたものと推定される。BMACやインダス文
明は西方のユーラシア諸都市と交易をもっていたことが各地の出土品から知られており，紀元前 3千年紀にはメソ
ポタミアを中心に東西ユーラシアに拡がる都市文明ネットワークが存在したものと思われる。
 ソーマ，ハオマ（麻黄）の使用はインド・イラン共通時代にBMACの文化圏から受容されたものと推測される。
ヴェーダにおけるソーマ，イランのハオマが果たしていた興奮剤の役割を嘗ての印欧語共通時代に担っていたのは
密酒である。『リグヴェーダ』において mádhu-という単語が用いられる場合には，実体詞「蜂蜜」，形容詞「甘い」
よりも「蜜酒」を意味することが多く，具体的にはソーマが意図されている。往時にその役割を果たしていた「蜜
酒」という語によって，新たに導入され遙かに効果的なソーマを表現したものと考えられる。3インドラ Índra-と
いう神名もBMACに由来する可能性が高い。4

2.2．デーヴァたちとアスゥラたち
 『リグヴェーダ』に現れる神々の背景にはおおよそ二群が想定される。「神」に当たる語はデーヴァdevá-で，天

（輝く天空の覆い）を意味するディヤウdyáu-/div-/dyu-（主格ディヤウスdyáu-s，所有格div-ás；ギリシャ語のゼ
ウスZεύς ［Zeús］，古い時代の発音ではズデウス ［zdéus］，ラテン語には複合語にディウースdiūsとして残る。）か
ら作られた形容詞*dei̯u̯ -ó-に由来し，ラテン語のデウスに等しい。印欧祖語*diéu̯ -/diu̯ -「天」の弱語幹形diu̯ -の第
一音節に*eを挿入し，語幹母音*-o-を接尾した「ヴリッディ派生」による形容詞「天に存する」に遡る。ラテン語 
dīuos，dīuus，deus，古ラテン語deiuosなど多くの印欧語における「神」の語と同起源である。5印欧語共通時代に「天
に住む（種族）」と考えられていた往古の神々の系統を引き，自然界の諸現象（太陽の諸相，暴風，雨，大地など）
や英雄神，機能神を包摂する。火（アグニAgní-）やインド・イラン共通時代起源のソーマsóma-，英雄神インド
ラも古来の神々のグループに属せられた。宗教の根本は太陽光と祭火との同置に基づく「拝火教」にある。水は
女性複数形ā́p-asで表され，永遠に循環する，生命を持つ女たちであった。医療や救済に関わるアシュヴィン双神
Aśvín-は宵の明星Nā́satya-と明けの明星Aśvín-とを巡る神話の合体されたものを核とし，既に印欧祖語時代に一組
の神とされていた信仰を引き継ぐものと考えられる。6ディヤウス・ピター「父なる天」という概念はギリシャのズ
デウス（ゼウス）・パテール，ローマのユッピテールと同一の表現に遡り，「母なる大地」（ただし，同一の語形に
は還元できない）と対をなしていたものと思われる。『リグヴェーダ』においては，「父と母」同様，「天と地」は
両数の，しかも，一方を省略した形（「母たち二人」など）でよばれることが多い。種牛と雌牛として語られるこ
とも多い。乙女の姿をした曙ウシャスUṣás-もギリシャ語*áu̯ hōs（レスボス方言 αὔως ［áuōs］，アッティカ方言ἕως 
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［héōs］），ラテン語aurora「曙」とともに印欧祖語に遡る。天空に関わる神々は『リグヴェーダ』より後の文献で
はあまり重要な役割は演じない。インドラは最も好まれ，多くの英雄的行為が彼の勲に帰せられる。
 アーディッテャĀdityá-「アディティの息子たち」と総称される神々もデーヴァではあるが，彼らの存在が「アスゥ
ラたち」の基に想定される。アスゥラásura-，イラン語のアフゥラahura-は「主，首長」を意味し，元は，アーディッ
テャ神たちの筆頭に位置する王権の神格化ヴァルゥナの呼称であったものと思われる。「アディティの息子たち」
つまり「アスゥラたち」はインド・イラン共通時代に遡る社会制度の神格化で，ヴァルゥナVáruṇa-（王権），ミ
トラ（ミットゥラ）Mítra-（契約），アリャマンAryamáṇ-（部族慣習法），バガBhága-（家族間の財産・獲得物の
分配），アンシャÁṁśa-（個人の取り分），ダクシャDákṣa-（担当職能についての能力）の六神が属し，しかも，ダ
クシャは第七の末子とされる。六番目には必要に応じて他の神が入る。八番目にアディティが身籠もった息子は流
産させられ，マールターンダ「死んだ卵から生まれた者」と呼ばれる人類の始祖となる。（人は死と一体となるこ
とによって元の完全な姿に戻り，天界に帰ることができる。）7社会制度が神々の姿をとって現れるのは，祭官階級
がことば（文書）を独占管理していたことから説明されよう。彼らが，法律，天文，医学，生物学，地理学をはじめ，
当時の「世界理解の学」の全知全能を動員して讃歌を作り，祭式を構築し，理論化した跡が窺える。神話，伝承も
彼らのことばの文化を経たもののみが伝わる。讃歌を「見た」者たちはリシŕ̥ṣi-（もとは「荒ぶれる者」，一般に「聖
仙」と訳される），カヴィkávi-「見者，詩人」，ヴィップラvípra-「（興奮に）震える者」とよばれた。
 インドでは昔からのデーヴァたちが好まれ，新しく厳格な制度神は畏れられた。アスゥラたちは『リグヴェーダ』
に後続するヴェーダ散文文献（「ブラーフマナ」，紀元前800頃から）の段階になると，異部族を守護する「神なら
ざる神，魔神，悪魔」の群を意味し，仏教文献の阿修羅へと連なる。無論，ヴァルゥナをはじめ個々の神々はデーヴァ
として崇められ続ける。イラン側では逆にデーヴァにあたるダエーワdaēuua-が退けられて悪魔の類と化し，アフゥ
ラはゾロアスター教（マズダー崇拝）の至高神アフゥラ・マズダーAhura- Mazdā-「知恵なる主」の中に受け継
がれた。聖典アヴェスタAvestaのガーサー Gāθā「歌」と呼ばれる部分にはゾロアスター（Zaraθuštra）自身のこ
とばと思われるものが収められ，そこでは，Mazdā̊「知恵，理性」（< *Mazdā-h，人工的な男性活用形）と言われ
た後にAhurō「首長［であるところの］」（< *Ahura-h） と付け加えられている。『リグヴェーダ』にも唯一神を求
める表現が諸処に現れるが萌芽に留まり，貫徹されなかった。一神教は厳しい部族闘争を勝ち抜くための原理とし
て有効であり，父権制社会を束ねる力を持つ。紀元前 2千年紀後半のユーラシア一帯に一神教を求める思想的営為
が見られるが，ゾロアスターのマズダー崇拝は東方において事実上それを貫徹した稀な例であり，成功した最初の
例といえる。宇宙秩序，真理はリタr̥tá-（「天理」，原意は「はまっていること，合致していること」，当時の一種，
物理法則）とよばれ，リタに適った真実の（サッテャsatyá-，「［永遠に］存続する，事実に適う，実現する」）こ
とばによって，神々に実現を要求する詩句を集めたものが『リグヴェーダ』である。ゾロアスター教における最高
原理はインドのr̥tá-に当たる語からの派生形アシャaš. a- <*árta-「真理」である。アシャがアフラ・マズダーを越
えた原理であるところに，純粋の一神教にはなり得ていないとする教学的立場も可能ではある。この関係は，リタ
とヴァルゥナとの関係と等しい。
 これら「アスゥラたち」の背景にはBMACの社会制度からの受容が考えられる。アーディッテャ は「アディティ
の息子たち」を意味するが，母アディティÁditi-は「拘束を持たない」自由の女神の意味である。アヴェスタにお
ける大女神アナーヒターAnāhitā-は「結び付けられていない女」を意味し，何か基になった女神（名）をインド
側とイラン側とにおいて，それぞれ翻訳借用したものと推察される。8具体的にはBMACから複数出土している（羊
毛または水鳥の羽を纏う）女神像の存在が強く示唆される。アディティと息子たちを巡るヴェーダ文献の神話に
は，父権的なインド・ヨーロッパ語族の遺産とは馴染まない明確な母系の痕跡がされている。『リグヴェーダ』以
来有名な「プルーラヴァス王と天女ウルヴァシーの物語」の背景にも（Urváśī-の語源は「雌羊」である），9パニ
族からの牛の「解放」，すなわち，略奪の物語に見られるパニ族の岩造りの防御城塞Valá-にも，BMAC時代の記
憶が隠されている可能性がある。「マヌ（またはマヌシュ）の子孫manuṣyà-」を自称するアーリヤたちの神々デー
ヴァが，彼らに勝る神々アスゥラたちを，契約を盾にとるなど様々な方策を用いて最後に滅ぼすは物語の背景には，
BMACとの戦いが反映されている可能性もある。10 ソーマを護る射手クリシャーヌの射掛ける矢をかわして，鷲が
天上の砦からソーマを地上にもたらす話も同様に解釈できる。
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 ゾロアスター教，ヴェーダのバラモン教の儀礼に共通してみられる要素，例えば，祭火の礼拝，太陽と祭火との
同一視，敷草，ことばの力，などは確実にインド・イラン共通時代からの遺産であり，さらにインド・ヨーロッパ
語族の文化を引く要素が大きいものと考えられる。今後，『リグヴェーダ』などにBMAC時代の記憶が反映されて
いる可能性をさらに検証する必要がある。ただし，BMACが文献を残していない以上，全ては状況証拠と個人の
判断とに依らざるを得ない。

3 ．インド・アーリヤ諸部族のインド亜大陸侵入

 アーリヤ諸部族のインド侵入の背景には，インド・イラン共通時代に起こった何らかの逼迫した状況の存在が推
定される。インド・アーリヤ諸部族は，イラン系諸部族と異なり，故地を離れて東進し，カーブル峠を越えてイン
ダス上中流域に入った。時代としては紀元前1500年頃が想定されるが，直接の証拠はない。西方における何らかの
困難を避けるため狭い峡谷を越えて道を東へと辿るうち，アトックAttock付近でインダス流域に達し，その後イ
ンド亜大陸に進出したと考えるのが妥当な解釈と思われる。そもそも，地中海からアフガニスタン，中央アジアに
懸けて波及した困難な事情がインダス文明をも包摂して紀元前 3千年紀にユーラシアに広く栄えた都市文化ネット
ワークに破断をもたらしたものと考えられる。紀元前 2千年紀に入るとユーラシアの交易は衰退し，インダス文明
の諸都市も次第にその意味を失うに至る。自然環境の上では，紀元前16世紀に地中海に地震が相次ぎ，紀元前15世
紀の中頃にはテラThera（サントリン島）が壊滅する。紀元前13世紀の末には「海の民」とよばれる凶暴な人々が
東地中海地方とエジプトを襲い，鉄鋼を生産する山の民を独占管理していたヒッタイト王国を滅ぼし，鉄と鉄鋼の
生産を世界に解放する。印欧諸部族は攻撃的移動拡大の跡を歴史に繰り返し残しており，それと軌を一にする攻撃
性から判断して，「海の民」にもインド・ヨーロッパ語族に属する者たちが多く加わっていたであろう。もともと
は，ユーラシアの西方で起きた動乱 -原因は急激な人口増大と背後にあった天変とに求められるであろうか-に起
因すると思われる急激な変動が，一方ではインダス諸都市文明の姿を解消し，一方では遅れてアーリヤ諸部族のイ
ンド亜大陸への侵入をもたらした，と考えることが最も効率の良い説明と思われる。アーリヤ諸部族は彼らの家畜
たちの牧草を求めながらやっとのことで東方に新世界を見出したのであり，彼らにとってはサヴァイヴァルの問題
であったろう。

4 ．『リグヴェーダ』とアーリヤ諸部族，祭式の整備

 インドの地に入ったアーリヤの人々が最初に編集したのが，讃歌集『リグヴェーダ』である。相対年代からは紀
元前1200年頃のことと想定される。各家系に伝えられた1017讃歌， 1万以上の詩節が一定の編集方針の下に収録さ
れ，今日に伝わる。編集からは，アーリヤの諸部族が互いに連絡を取り合い，「アーリヤ」としての統一を保って
いたことが窺われる。伝統的に祭官の各家系に伝えられた讃歌を集めて編集し，宇宙を維持し，部族を繁栄させる
ための道具として固定した。祭官学者階級はこれらを基に次第に祭式を整備してゆく。「ことば」の重視は彼らの
一大特色で，後の時代にまで続く標準語化の強さもこれと関連するであろう。異部族の者たちは「ぞんざいな，はっ
きりしないことばを持つ者」mr̥dhrá-vāc-，「（正しい）口，すなわち，ことばを持たぬ者」an-ā́s-などと言われる。
ことばの発語形態のレヴェルが重視され，パーニニ文法（Pāṇini, 紀元前 4 世紀前半）も単語に区切られた形では
なく，続けて発音される形を問題としている。詩人たちが理法の認識に基づいて「見た」詩句には，真実・事実

（サッテャsatyá-）にかなったことばがもつ実現力が籠もっている。そのようなことばがブラフマンbráhmaṇ-の原
義である。ブラフマンは後の哲学的思弁の中では「宇宙の根本原理」という地位を占めるに至る。宇宙秩序，真
理，理法に当たる概念は「はまっている，合っている」を意味する過去分詞リタ（ルタ）r̥tá-で表された。「天理」
と訳せる。ただし，リグヴェーダより後の時代になると「天理」よりも，それぞれの立場で守らなければならない
dhármaṇ-（リグヴェーダ語形，中性名詞），dhárma-（後の語形，男性名詞），真実・事実（サッテャ）が問題に
される。リグヴェーダでは，過去・現在などの時の表示をもたない動詞形が多用され，ホメーロスの叙事詩のよう
な出来事を「報告」する「物語」ではなく，知っているはずの宇宙秩序，真理や共通体験に「言及」する，歴史を



国際哲学研究 3号 2014  49

越えた文学という性格を中核とする。
 個々の讃歌の原型は山岳地帯やステップにおけるインド・イラン共通時代の生活に置かれ，定住期をまじえた遊
牧・掠奪中心の生活が反映されている。現存する『リグヴェーダ』讃歌がインダス上中流域で最終的な形を得たこ
とは確実であり，当時の詩人が往時の詩を模したものを中心に，独自に作った讃歌や詩行・詩句を交えている。牛，馬，
羊，山羊の遊牧を生活の中心に置く移動生活を主とし，おそらく 3ヶ月前後の定住期に大麦yáva-を栽培していた。
現実はともかく，彼らは牛によって生きていると信じていた。大麦はインド・ヨーロッパ祖語に遡る語彙である。
小麦は『リグヴェーダ』には現れず，次の時代（アタルヴァヴェーダの一伝承Paippalāda-Saṁhitā，ヤジュルヴェーダ・
サンヒターYajurveda-Saṁhitā）にgodhū́ma-という形で現れる。語形は文字通りには「牛の煙」を意味し，イラ
ン語形が別であること（新アヴェスタ語gaṇtuma- など）から，後に伝来した借用語の改変であることが明白であ
る。定住期（kṣéma-）には，後の仏教における「雨安居」varṣa- （パーリ語vassa-）を思わせるところがある。雨
安居というのは，雨期に教区の僧が二ヶ月または三カ月間，在家者の支援を仰いで一箇所に住み，合宿生活を送る
ことをいう。僧はそれ以外の時期には，乞食生活をしながら各地を「遊行」（pari-）vrajする。動詞vrajは生活域外
の，特定の者に属さない未開地áraṇya- 「原野」を越えて移動するときに用いられる語であることは注意されてよい。
仏教僧の生活には，かつてのアーリヤ諸部族の生活を追体験する要素がある。
 「ヴェーダ」véda-はバラモン教聖典の総称で，「（ものを実現する）知識」の意味に由来するものと思われる。ド
イツ語wissen「知っている」，ギリシャ語のイデアidéā （<*u̯idéā）「見かけ，様態，原像」，ラテン語から現代諸語
に移入されたvideoなどの基にある動詞*u̯ei̯d/u̯id「知る，気づく」から作られた名詞である。讃歌の各詩節をリチ 
ŕ̥c-とよび，神々への讃歌を集めた聖典の意味でリグヴェーダR̥gvedaと名付けられていた。「リグ」はリチに有声
音が後続するときの形である。伝承は文字を介さず口伝により，祭官階級によることばの文化，文書の独占を可能
にした。『リグヴェーダ』を伝承したのは祭官職「ホートリ（ホータル）」hótar-/hótr̥-の家系である。ホートリは

「（祭火にバターなどを）注ぎ献ずる人」を意味し，イランのザオタルZaotar-「祭官，司祭」に当たる。ゾロアスター
は自らをザオタルと称している。『リグヴェーダ』が最初に編集された後，アーリヤ諸部族の祭官たちは（おそら
くアドヴァリュAdhvaryú-とよばれる祭式の具体的実行を司った「経路を辿る」祭官たちの主導の下に）大規模祭
式から順次整備をはじめ，各種の祭官専門職を動員して役割を与え，祭式に必要な道具として先ず祝詞（mántra-
マントラ，「真言」）を集成した。アドヴァリュ祭官たちは引き続き，紀元前800年頃から，マントラの効力を保障し，
祭式の実行，構成を理論化するための神学テキスト「ブラーフマナ」brā́hmaṇa- を編集する。これらの散文文献から，
当時の生活実態が『リグヴェーダ』より一層明確になる。それでも限られた枠組みで語られる制約があり，実生活
の把握にはずっと後の仏典，特に語り物であるジャータカ Jātaka（本生譚）などの助けを借りる必要がある。イ
ンドにおける実際の生活の保守性から，見込みのある研究対象であるが，将来の課題である。ヴェーダ祭式が宇宙
秩序の維持，部族全体に関わる祭事など大きな枠組みから整備されはじめ，個人や家族身辺に関わる祭礼，葬礼の
整備が後回しにされたことは，彼らの理念を理解する上で（例えば，儒教をはじめ東アジアの精神風土との対比で）
注意しておくべきである。

5 ．アーリヤ諸部族の東進

5.1．『リグヴェーダ』に描かれる具体的な地理情報は少ないが，インダス流域からサラスヴァティーへ進出したこ
とが彼らの生存拡張にとって決定的であったと推測できる。サラスヴァティーこそが彼らのインドの地における本
拠地，故郷となる。
 「十王戦争の歌」として知られる『リグヴェーダ』第VII巻第18讃歌はヴァスィシュタVásiṣṭha-を祭官に擁する
トリッツTŕ̥tsu- 族の王スダースSudā́s- がインダスの一支流パルシュニーPáruṣuṇī-（現ラーヴィー Rāvī川）をめ
ぐる戦いにおいて十王の連合軍を破ったことを背景としている。連合軍の側にはアーリヤの部族名と思われるもの
のほか，異部族と思われる名も挙げられている。スダース王は別の箇所（III 33）において，ヴィシュヴァーミト
ラViśvā́mitra-を祭官としてバラタBharatá-の一族を率い，インダスのさらに東側の支流であるシュトゥッドリー 
Śutudrī́-（現サトルジSatluj，Sutlej）とヴィパーシVípāś-（現ビアースByās，Beas）の流域に至り，この地を確
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保して両河を渡り果せている。
 IV30, 8-11には，祭官ヴァーマデーヴァVāmádeva-の支援する（または，率いる）部族がヴィパーシの畔で女
族長に率いられる現地の部族を打ち負かしたことが暗示されている：「この勲をもまた，つまり君は，インドラよ，
成し遂げた，雄々しい行為を，君が恐ろしく気を荒立てる女を打ち殺したという，天の娘を。天の娘であったとし
ても，つまり，偉大な者は，尊大にふるまうウシャス（曙の女神）を，インドラよ，君は粉砕した。ウシャスは粉
砕された荷車から，そう，逃れ去った，牡牛（インドラ）が彼女を突き倒すことになると恐れて。ここに彼女の荷
車は横たわっている，完全に粉砕されてヴィパーシの［畔］に。走り去った，［彼女は］かの最果ての地へ」。アー
リヤ系の部族は女性に率いられることはない。おそらく遭遇した現地の母系的部族との抗争を謂うものであろう。
女性部族長は「天の娘」を自称し，詩人はそれならば曙の女神ということかと皮肉を込める。ウシャスUṣás- とよ
ばれる曙はギリシャ語のヘオース，ラテン語のアウローラ等と同一語源に遡り，広く「天の娘」とよばれるからで
ある。アーリヤの支配者，祭官は戦車に乗って移動することを原則とする。女子供は荷車を用いたらしい。ここで
は，現地の女部族長が荷車を用いている。この『リグヴェーダ』に語られる領土争いは，後の二つの散文文献（紀
元前800年頃）に語られるヴァーマデーヴァと女部族長（または祭官）の戦車競争に語られる伝説と同一の「史実」
に言及するものと考えられる。そこでは，女性はクスィターイーKusitā́yī-またはクスィダーイーKusidā́yī-という
名であるが，明確に非アーリヤ語形である。アーリヤ系の語であれば，u の後で s は規則的に ṣ ［š］に変化するが

（rukiの法則），ここでは s が現れるからである。戦車競争は部族間の紛争（テリトリー争い）決着に用いられた手
段である。伝承では，クスィターイーは体当たりによってヴァーマデーヴァの戦車を壊そうとするが，ヴァーマ
デーヴァは膝の上に置いていた部族の火（移動中の習俗を象徴。移動の際には，部族長または筆頭祭官が戦車に乗
り，部族の火を保持する）に目をやり，現在『リグヴェーダ』に収録されている一讃歌を「見る」（つまり，作る）。
すると火が全面展開の布陣をとってクスィターイーに焼きかかり，彼女はクスィタ（またはクスィダ）の池に逃げ
込んだ。現実にある地名と結びつけて「史実」に真実性を与える一種の論証である。また，その際に用いられる文
体から，この池は彼らに周知の地名であったことが解る。

5.2．ブラーフマナ文献（ここでは，ヤジュルヴェーダ・サンヒターのbrā́hmaṇa-部分と，Brā́hmaṇa-という名を
冠する独立テキストを合わせてよぶ）の時代には（紀元前800-600年頃），アーリヤの諸部族は既にインダス流域を
東方へ越えて拡大し，サラスヴァティーを拠点としてさらに植民活動を進めた。サラスヴァティー流域をテリトリー
として確保し得たことがアーリヤ諸部族のその後の展開を可能にした，極言すれば歴史から消えずにすんだ契機と
なったように思われる。以後，サラスヴァティー流域はアーリヤ諸部族の故地と見なされ，サラスヴァティーは聖
なる川となる。
 『シャタパタ・ブラーフマナ』にはヴィデーハ国の建国神話が収録されている。部族長ヴィデーガ・マータヴァ
Videghá- Māthavá-は部族の火（agní- vaiśvānará-「各人，皆に属する火」）を口の中に保っていた。マータヴァ
の名はギリシャ神話のプロメーテウスPromētheúsに繋がり（原義は「泥棒，こそ泥」あたりか），天上の火を盗む
古いインド・ヨーロッパ語族の神話の反映が見られる。彼に筆頭祭官（プローヒタpuróhita-）ゴータマ・ラーフー
ガナGótama- Rāhūgaṇá- が話しかけてもマータヴァは答えない，「皆に属する火が，私の口から漏れ落ちてはな
らない，と考えて」。祭官が ｢液体バター｣ という語を含む『リグヴェーダ』の詩句を唱えかけると，火はヴィデー
ガの口からこぼれ出て，大地に達する：

    その時，ヴィデーガ・マータヴァはいた，サラスヴァティー［川］のところに。それは，その場所から，東へ
向かって燃えつつ，進んでいった，この大地を。ゴータマ・ラーフーガナとヴィデーガ・マータヴァとは，燃
えているそれに従って，あとから行った。それはこの（地上の）一切の川たちを越えて燃えた。–– サダーニー
ラー（現在のガンダック川に比定される）というのは北の山から流れ出している｡ –– それを（火は）越えて
燃えなかった。そういうその［川］を，以前は，婆羅門たちは渡らないものだった，「皆に属する火によって，（こ
の川は）越えて焼かれなかった」と考えて。そこより東に，今は，多くの婆羅門たちがいる。そこは，まさし
く，どちらかといえば居住に向かなかった，まさしく，どちらかといえば水っぽかった，「皆に属する火によっ
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ておいしくされていない」という（訳で）。そこは，だが，今は，まさしく，どちらかといえば居住に向いて
いる。婆羅門たちが，また，今やそれを祭式たちによって「おいしくした」のだから。それ（サダーニーラー
川）は，炎暑の後半でさえ，まさしく，［ひとを］震え上がらせる。それほど冷たい。皆に属する火によって，
越えて焼かれなかったから。そこで，ヴィデーガ・マータヴァは言った「私はどうしたらよいのか」と。「こ
こよりも東方に君の居場所がある」と（火は）言った。その（川）は，今でも，コーサラとヴィデーハの人々

（国）の，この境界線である。彼ら（この両側にいる人々）は マータヴァの子孫であるから。

 「おいしくする」（動詞svad，英語sweet等と同源：sváda-te，sváda-ti，svadáya-ti， ここではásvaditam，
ásiṣvadan）という語は焼き畑によって作物，牧草を耕作することを謂うもので，野生動植物への忌避とともに彼
らの「文化主義」を示す表現である（→ 6.4.）。焼き畑と耕作の実態はブラーフマナ文献から回収できる。新開地
は「新しく焼いた土地」navadāvá-とよばれる。さらに，「新しい入植地」návāvasāna-参照。「世界」を意味する
ローカlóka- は語根roc/ruc「光を放つ」からの派生名詞であり，もともと，ドイツ語で「光」とともに，林間の火
をかけて焼き払った土地を意味するdas Licht（今日では一般にdie Lichtung）であった可能性が高い。（原義は「光
の届く場所」か。『リグヴェーダ』X 88， 6 参照：「アグニは，夜の間，世界（存在するものbhū́-）の頂点となる」，
つまり，火の届く範囲が世界である）。日本語の「世間」は仏典に現れるこの語の複数処格形lókeṣuに由来する。

5.3．アーリヤの諸部族は『リグヴェーダ』以来，子孫繁栄，家畜の増大に意を注ぐこと急で，彼らの拡大の背景
には人口増大が考えられる。同時に，「アーリヤ」の語は「部族の生活習慣に従う」を意味し，必ずしも血族に基
づく単一部族社会を意味しないと考えられる。この一種の普遍主義（現代の「グローバル化」を想起させる）がアー
リヤ文化とインド・アーリヤ語による標準語化に果たした役割は軽視できない。アーリヤ諸部族の植民活動につい
ては複数の言及が回収できる。カタ・サンヒターKaṭha-Saṁhitā XXVI 2：123, 17（紀元前 8世紀頃），バウダーヤナ・
シュラウタスートラBaudhāyana-Śrautasūtra XVIII 45（紀元前 5 世紀頃）11は東方への拡大に言及し，マイトラー
ヤニー サンヒターMaitrāyaṇī Saṁhitā IV 7, 9：104, 14f.（紀元前 8世紀）は南への進出を記録する。ジャイミニーヤ・
ブラーフマナJaiminīya-Brāhmaṇa III 146（紀元前 6世紀？）には北へ息子たちを派遣する記述が見られる。タイッ
ティリーヤ・サンヒターTaittirīya-Saṁhitā II 5, 2, 7（紀元前 8世紀後半？）は長男を派遣すると言い，アイタレー
ヤ・ブラーフマナAitareya-Brāhmaṇa VIIほかに伝わる「シュナッハシェーパŚunaḥśepaの物語」（紀元前 6世紀？）
では100人の男児のうち，年長の50人が追い出され，新天地を求める。ヴェーダ祭式においては，理念上の舞台が
往時の移動時代の生活に置かれ，植民活動が模倣的に再現される。ブラーフマナから古ウパニシャッドに懸けての
時代には，アーリヤ諸部族は，上記のヴィデーハ建国譚に見られるように，ガンジスの北岸に沿って今日のビハー
ルBihār地方にまで広がっていた。ガンジスの南岸にアーリヤ文化が拡大するのは仏教，ジャイナ教興起の時代で
あり，マガダMagadhaの建国と関わる。12

6 ．まとめと課題

6.1．ことばの力
 アーリヤ諸部族は祭官・学者階級が管理する統一的理念によって導かれた。彼らは天理（r̥tá-），真実（satyá- 
中性単数実体詞）に基づく実現する（satyá-形容詞）ことば（bráhmaṇ-）の表明によって世界と現実社会の秩序
を維持し，理念と要求の実現を画策した。人々と神々との間にはgive-and-takeの関係があり，正しい言葉の持つ
実現力が神々を動かす。13 マントラにおいて，神々への呼びかけに用いられる動詞のムード（法）は接続法，命令
法を中心とし，話し手（祭官）の意思が神々の行為を実現させるという構造で表明される。願望や祈願は二次的役
割を持つに過ぎない。祭官学者（brahmáṇ-）は，ブラフモーディヤbrahmódya-「ブラフマンを巡る議論údya-」
と後に名付けられる「ことばによる決闘」によって神学論争を行い，理論を積み上げ，精緻なものとして構築していっ
た。『ウパニシャッド』はそうした営為の帰結と見なしうる。「積み上げ」と表現したのは，先行する議論を前提と
してその上に議論を加えるという性格が強いことを示唆するものである。新たに大原則，「公理」を書き換えるよ
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うな革命は起こらなかった。仏教の「生老病死」（四苦）がブラーフマナ文献において展開しウパニシャッドにお
いて確立された「業と輪廻」の理論を前提として組み立てられ，「生苦」がブラーフマナ以来の「天界における再死」
から出発していることも，そうした保守伝統主義から理解できる。14 ブラフモーディヤにおいては，問う者が三度
まで問いを出し，答える者が三度の問いかけに答えられないと「頭が弾け飛ぶ」とされた。法華経の「頭が七つに
弾ける」はこれを引き継ぐ表現である。マガダ国における仏教教団の地位確立の契機となったブッダと大婆羅門学
者ウルヴェーラ・カッサパ（「Uruvelā 川の亀」）との論争対決の中身が伝えられていないこと，論争・問答を基本
原則とするインド思想界において答えを出さずに論争に勝利したとされるブッダの「無記」とは，この意味で特別
注目される。
 古代インドの世界理解はことばを中心に組み立てられた。ブラフマンはやがて「宇宙原理」の位置に上る。イン
ド思想史を支配する観念主義，主知主義的原則，全てを認識論のレヴェルで詰めてゆく性格はこの出発点と関連し
ているように思われる。『リグヴェーダ』に見られる創造讃歌は，帰するところ，詩人のことばの中の出来事を語っ
ていると捉えることができる。プラトーンのある対話篇によると，ソークラテースは自己を知るために外の世界を
詳しく検証するという方法をとったそうであるが，後代インドのヴェーダーンタ学派は「逆に（内側に）向かう
アートマン」 pratyagātman-という概念を立てる。直接自己を内省する方向である。アテーナイという転換点と離陸，
それを受け継ぐ西洋文明の一性格を象徴しているように思われる。ただし，どちらにも，天の摂理をも含めた真実
事実の重視という性格は強い。

6.2．契約
 契約の実行は『リグヴェーダ』以来のヴェーダ文献に顕著な概念である。アーリヤの守護神デーヴァたちが契約
を盾に勝利し，権力圏を拡大してゆく一例は注10に触れた。ヒッタイト語の資料が多量に出土したのは，国家（部族）
間の取り決めを記した契約文書が保管されていた公文書館 （archive） が発掘されたためである。契約文書は何年か
毎にコピーを作り，複数の要所に保管されていた。メソポタミア一帯の歴史環境の中で成立した原理かも知れない。

「アーリヤ」は，元来，「部族成員の慣習に従う」意味であり，契約遵守はアーリヤの中身であるダルマdhárma- 
の中の重要概念である。ダルマには，今日の「グローバル・スタンダード」を想起させるところがある。15

6.3．移動生活と技術や蓄財の軽視
 インド・イラン共通時代，そしてインド・アーリヤの諸部族は遊牧民の常として家畜以外の財産，技術の維持携
行を重んじていなかったように思われる。ヨーロッパの社会生活において，整理整頓が重んじられることの中には，
移動生活の遺風が見られるかも知れない。ヴェーダ文献においては，革鞣し，飲食物調製などに携わる技能者は一
括して「努め励む者」śámitar- の名で表された。例外的に，インド・ヨーロッパ祖語に遡るtákṣaṇ-「大工」（ギリ
シャ語téktōn）があり，さらに，肉切り職人に遡ると推定されるトヴァシュトリTváṣṭar-が神名として現れる。アー
リヤ部族の神トヴァシュトリはリブフR̥bhú-と総称される 3 人の神々が良い木材から四つの立派な杯を製作するの
を見て恐れ，女たちの中へ身を隠してしまう。リブフたちはソーマの質にも詳しく，本来アーリヤ社会の外にあっ
た異部族の技術者に遡ると推定できる。語源的にはギリシャ語のオルペウスὈρφεύς ［Orpheús］と同起源であり，｢
小さい者，（社会的）弱者｣ から出発していると推定される。ヴェーダ時代には戦車と織物とが技術の粋であったが，
戦車職人の身分は，後の時代に至るまでアーリヤの人々の外に置かれていた。織物はアーリヤ社会の女たちの担当
領域であった。少し後の散文文献の語るところによれば，轆轤を用いる焼き物は「アスゥラ的」であり，土器職人
はシュードラとされる。祭式用の焼き物を製作する場合にはアーリヤの祭官が往時のプリミティヴな製法によって
造る。このことは，日常生活には「異部族」が作ったより上質の焼き物を用いていたことを示唆する。金属器につ
いても同様のことが言えるであろう。16

 『リグヴェーダ』に見られるアーリヤ諸部族は季節的に「牛探し」と称する略奪行，遠征を行った。季節的には春先，
夏などが確認されるが，水の来る前の河川路を利用して移動したものと思われる。17 さらに，「 7つの秋の防御柵（プ
ルpúr-）」という表現からは，農作物の収奪行が推測される（→ 注12）。18
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6.4．文明と野蛮
 「おいしくする」という表現が焼き畑によって原野を開墾し，大麦や牧草を栽培することを意味することは5.2.に
述べた。彼らは牛，馬（両者が「大きい家畜」とよばれることはローマに共通する），羊，山羊（同じく，「小さい
家畜」）を飼育し，野生動物を食することは表に現れない。19 これら四種の「家畜」（さらに，大麦，『リグヴェーダ』
より後には米も，これら「家畜」の中に列挙される20）は人間の集団（grā́ma-，後には「村落，集落」の意味になる）
に属する家畜たち（grāmyá- páśu-）とされ，āraṇyá- páśu-「原野，森林に属する獣」と区別される。āraṇyá- は
áraṇya- から造られた形容詞で，áraṇya- の原義は「よその（áraṇa-）土地」である。21 豚や犬は印欧祖語に遡る語
彙であり，人間の集団域に生きていたものと思われるが，「村落に属する家畜」には含まれず，両義的である。「天
の赤い猪」ともよばれるルドラRudrá-は後のシヴァ神の祖型とされるが，弓矢を持ち山に棲むとされ，野生動物
との関わりが深い。
 「神々は生のもの，調理されていないもの（火の通っていないもの）は食さない」という言辞はヴェーダ散文以
降散見する。「酸乳（dádhi-）は村落に属する，蜜は原野に属する」とも言われる（Taittirīya-Saṁhitā V 4, 5, 2）。
ある種の穀物食にヤヴァーグーyavāgū́-という名のものがあるが，krūrá-であるとされる（同VI 2, 5, 2）。「流血の，
生の，血生臭い，残忍な」を意味する形容詞krūrá-は中性単数で出血傷を意味することが多い。ヤヴァーグーが実
際にどのような食物を意味するのか未確定の部分があるが，22「文明と野蛮」の文脈で再検討する余地があるよう
に思われる。祭式に供物として用いられるのは人が栽培・飼育（cultivate）するミルクと大麦（後に米も）の製品
が中心である。野生動物，蜜，胡麻などは通常の献供の対象とはならない。胡麻は祖霊祭において中心的役割を果
たすが，祖霊たちが暮らす領域をどのような場所に想定していたかという問題と関わるように思われる。鳩麦（ジュ
ズダマ）が移動して去った後の居住地に属するとされる記述も注目される｡23

6.5．拡張主義
 『リグヴェーダ』とそれに続くヴェーダ文献群には子孫と家畜たちの増大，支配圏の拡大に対する重大な関心が
繰り返し表明されている。異部族およびアーリヤ内部の部族闘争にも激しいものがあったことが窺われる。敵対者
には「敵」に当たる語彙が用いられるのは当然であるが，『アタルヴァヴェーダ』以降，「ライヴァル」の意味で元
来兄弟の息子たち，つまり「甥」を意味するbhrā́tr̥vya-が主として用いられることが目を引く。王，部族長に嫁い
だ女たちの間でも競争の激しかったことが窺われ，女または娘の勢力拡大には「広がり支配する」と「輝き拡がる」
の両様に解釈可能な動詞vi-rājが用いられる。
 インド・ヨーロッパ語族拡大の歴史に繰り返し登場する派遣・遠征のヴェーダ文献における記録は5.3.に挙げた。
若年層の男児を追い出し，よその土地に新たな暮らしを求めさせる形式が主である。インド・アーリヤの一分派と
思われるミタンニ，さらに，アナトリア語派のヒッタイト王国，海の民，イタリック語派のローマの建国，西ゲル
マン語派の一部族フランク王国などがこのタイプを代表すると思われる。東ゲルマン語派のゴート族24，ブリテン
島に移住した西ゲルマン語派のアンゲル，ザクセン，ユートの一部，最終的に現在のドイツの山側に定住地を得た
フランク族の一派，バイエルン族などは一族揃って移動拡大したものと思われる。「ハーメルンの笛吹き男」の物
語の背景には，13世紀に若年層の男女同数が東ヨーロッパに送られたという史実が反映されているように思われる。
また，当時そのような移植を斡旋した商売人の存在も窺われる。
 インド・ヨーロッパ語族の父権制は勢力圏の拡大に有効であった。25 ギムブタスはインド・ヨーロッパ語族が黒
海沿岸からドナウ河口に進出し，ヨーロッパに拡大する以前には母権的社会が優勢で馬の飼育は知られず，戦闘
の跡はなく，村落に防御施設はなく，城塞都市も存在しなかったという。26 インド・ヨーロッパ語族はギムブタ
スが触れない東方においても（BMAC，場合によっては楼蘭も）母権的ないし，少なくとも女性が大きな役割を
担っていた「文明」の中を突き進み，その男権的原理によって競争に勝ち抜き，支配権を拡げていったといえる。
ā́rya-「アーリヤの人々に該当する」（もともとは，おそらく「部族の成員の慣習に従う」）のdhárma-には，この
意味で，父権的「文明」を言う側面があり，母系文化との衝突が背景にあるかもしれない。それがまた「文明と野
蛮」という定規であった可能性が考えられる。5.1.をも参照されたい。
 家長である男子が民会（『リグヴェーダ』に見られるvidátha-，原義は「分配の決定」，がこれに当たる）におい
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て諸事を決定する制度は印欧祖語時代に遡るように思われる。有力家長には部族を代表する裁量権があったらし
く，svadhā́-「自己決定権」の語で表された。例えば王権の神格化であるヴァルゥナはsvadhā́van-「自分で決定す
る資格をもつ者」である。家長が民会を通じて支配決定する社会制度が想定され，周囲には契約によって連携また
は敵対する異部族集団があった。民会に出席する「個人」の資格が重んじられたことと，カミソリがインド・ヨー
ロッパ祖語に遡る数少ない「利器」を表す語彙の一つであることとの間には深い関係がある，というのがカール・
ホフマンの見解である（口頭による）。民会には髪を短くし，髭を剃って「顔」を示す必要があり，カミソリはい
わばパスポートに当たるというのである。ドイツ，デーンマークの北海沿岸地方から多量に出土する青銅製のカミ
ソリはこの意味で興味深い。それらは埋葬品と思われ，夜の太陽光を船上に救い上げて運ぶ金星に源をもつ双子の
神が描かれていることが多い。27 ヴェーダ祭式に組み込まれた新月祭，満月祭前日の行事は，元来，民会（サバー 
sabhā́-）と関連していた可能性が考えられる。その日はウパヴァサタupavasathá- （「侍って夜を過ごすこと」）と
よばれ，祭主は髪髭を整えて望んだであろう。ウパヴァサタは仏教の「布薩」の原型である。このような印欧語族
の制度習慣の中には，ある種の「民主主義」，「個人主義」の要素を見出すことができる。ただし，古い文献にお
ける「個人」とは，家長の男子だけを意味した。「男たち」（vī́ra-）は家畜たちと並んで財産目録中に列挙される。
この事情もローマに共通する。女たちは部族に属するのではなく，各家長に属した: 「女たちに属する仲間関係（諸々
の連帯というもの）は存在しないのです。ここにあるのはハイエナたちの心臓です。」（『リグヴェーダ』 X 95, 15，
天女ウルヴァシーのせりふ）。「ハイエナ」（「狼よ，去れ」を語源とする）は狼つまり男たちが連帯して手に入れた
獲物の残り，分配に与る存在であることを謂うものであろう。28 家長の「個人主義」と関連して，一夫一婦制の原
理についても確認しておく必要がある。宇宙の運行秩序や部族全体に関わる事項についても，ヴェーダ祭式は常に
祭主夫妻によって担われるものとされた。1.2.に触れたように，ギムブタスは印欧語族の出発点と推定される彼女
のいう「クルガン文化」の墓に後のヒンドゥーに知られるサティーの風習が見られることを報告している。29

 人類の歴史は，これまで，インド・ヨーロッパ語族の拡大を支えてきた部族闘争のイデオロギー，経済戦略によっ
て押し進められ，「世界史」へ向かってと展開してきたといえる。略奪は一種の経済行為であった過去がある。前
進拡大が善であり，「右肩上がり」の理念が追い求められた。そのためには常に新たなフロンティアが必要とされた。
最後に残るアフリカがフロンティアでなくなる時まで，現在の「グローバル化」は地上を均して回転し続けるよう
に思われる。『リグヴェーダ』をはじめとする古代インドのヴェーダ文献はそうしたイデオロギーを理解するために，
明解な判断材料を与えてくれる。ただし，どこまでが部族闘争を軸として生物的拡張を戦略とする人類普遍の必然
性であり，どこまでが移動生活に根ざす部族にとっての普遍原理に帰するのか，また，どこまでが世界史を主導す
るに至ったインド・ヨーロッパ語族固有の要素に遡るのか，立ち入った検証が必要である。30

注

1   新アヴェスタ語，古ペルシャ語に「アリヤたちの邦」，「アリヤたちの川の迸り」などの表現が見られる。「イーラーン」
の基になった*ari̯a-（arya-）の語頭のアは短母音であり，「アーリヤ」と長母音であったと仮定すると，現在の国名は「アー
ラーン」となっていた筈である。

2   しばしば「アーリア」という表記を見ることがあるが，ギリシャ語，ラテン語の地名，民族名表記に多い女性語形 …
イアー（-iā）または …イア（-ia），例えばギリシャ語Italíā「イタリアー」，Arabíā「アラビアー」とそれに基づくラテ
ン語，さらに英語，Italia，Arabiaなどに倣ったものと思われる。しかし，古インド・アーリヤ語（サンスクリット語）
原典に上記のように用いられている以上，日本語では「アーリヤ」（または「アーリャ」）が望ましい。欧米語を経由し
て「アーリア」とする理由はない。さらに，欧米語では語頭のアの長短を区別することができないが，日本語では「アー
リヤ」，「アリヤ」と区別することができる。ギリシャ語，ラテン語の接尾辞-iā，-iaは女性名詞を作る印欧祖語*-i̯eh2-
または*-i̯h2- （女性単数主格形は無語尾）に遡り，インド・イラン語派の接尾辞 *-i̯a- （-ya-） は *-i̯o-に遡る（男性また
は中性，男性単数主格形は＋語尾 -s）。

3   永ノ尾信悟教授から昔聞いたことと記憶するが，第 2 次大戦中，ドイツ空軍兵は戦闘機に乗り込む時「気付け薬」とし
て密酒を与えられたとRau教授（Marburg）が話していたそうである。この大戦中には米軍は麻黄（エフェドラ）のア
ルカロイドであるエフェドリンの化学合成に成功しており，心拍数を上げ眠気を遠ざける興奮剤に用いていたという。
Rau教授の話が本当だとすると，第二次大戦のドイツ空軍と米空軍との戦いは，印欧語族共通時代の古い密酒対インド・
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イラン共通時代に知った新薬ソーマの戦いであったことになる。因みに，米軍の用いたエフェドリンが今日まで尾を引
くシャブの基になっている。

4   Índra- という語形は印欧語としては異例である。音節構造に関する実現法則からは*yadra-，*ya-n-dra-が期待される。
5   ギリシャ語のテオスθεός ［theós］「神」はこれとは異なり，ラテン語fēstum 「祭礼」，fānum 「寺院」などと同族の別の古

い語彙に遡る。古インド・アーリヤ語には，ディシャナーdhiṣáṇā-（祭礼の女神）などに残る。
6   Toshifumi Gotō “Aśvín- and Nā́satya- in the Rigveda and their Prehistoric Background”, Linguistics, Archaeology 

and Human Past in South Asia. Edited by T. osada, New Delhi 2009, pp.199-226参照。
7   後藤敏文「人類と死の起源 ─リグヴェーダ創造讃歌 X 72─」仏教文化学会十周年・北条賢三博士古稀記念論集『イ

ンド学諸思想とその周延』2004, pp. 415-432参照。
8   Cf. T. Gotō, “Vasiṣṭha und Varuṇa in RV VII 88 ─Priesteramt des Vasiṣṭha und Suche nach seinem indoiranischen 

Hintergrund─ ”（Indoarisch,  Iranisch und die Indogermanistik. Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft 
vom 2. bis 5. Oktober 1977 in Erlangen, herausgegeben von Bernhard Forssman und Robert Plath, Wiesbaden 2000, 
147-161） 160f.

9   Cf. 後藤敏文「新資料Vādhūla-Anvākhyānaの伝える『PurūravasとUrvaśī』物語」，神子上恵生教授頌寿記念論集『印
度哲学佛教思想論集』，2004年 3 月，pp. 845-868；「資料 ヴェーダ文献に見られるプルーラヴァス王と天女ウルヴァシー
の物語」，『愛の神話学』篠田知和基編，名古屋 2011年 3 月，pp. 435-480。

10  契約とその狡猾な履行・要求の例を後の文献をも含めて『神話事典』（準備中）の原稿から例示しておく:
    ヴィシュヌViṣṇuの項から: ブラーフマナ文献には，既に，後の叙事詩，プゥラーナに有名なアスゥラたち（後には

バリBali）との領域争いの神話の萌芽が見られる。即ち，矮人（ヴァーマナvāmana-）の姿をした彼が歩む三歩の範囲を神々
（デーヴァ）たちが譲り受けるというアスゥラとの契約を基に，天空地全てを歩み収めたとする土地争いのモティーフ
である。［ペンシルヴェニアの「インディアン・ウォーク」1737年。ベン一家によるルナビ族からの土地の収奪を参照］
─『マハーバーラタ』でもヴィシュヌは大いに詐術をおこなう。乳海攪拌の際には女に化けてアスゥラからアムリタを
奪い（I 16），天を飛翔するガルダの望みを逆手に取って彼を自分の旗印とし（I 29），強力な魔神マドゥMadhuとカイ
タバKaiṭabhaの願いをかなえつつその命をとる（III 194）。

    ナムチ Námuci: 『リグヴェーダ』以来インドラ（および，アシュヴィン）の敵として現れる魔物。インドラは水泡
を用いて，その首をねじり外したとされる。ブラーフマナにはまとまった挿話があり，格闘において優勢になったナム
チは，乾いたものによっても，湿ったものによっても，昼にも夜にも彼を攻撃しない，という契約を結んでインドラを
解放する。インドラはこの条件を巧みに利用し，水の泡を用いて黎明の明かりの中でナムチの首をねじ切る。水の泡に
よって魔物を退治する話は，『リグヴェーダ』の別の話にも見られる。ヴェーダから叙事詩，プラーナにいたるまで，神々
がアスゥラたちや魔物に打ち克つ話には，このように，契約を巧みに守りながら，それを逆手にとる計略によって優勢
な敵を倒すモティ-フが多く見られる。ナムチはパーリ仏典には死神として登場する。参考: 辻『古代インドの説話』（春
秋社1978）69f.。

    マドゥMadhuとカイタバKaiṭabha：世界が水没し，ヴィシュヌ神が蛇のベッドに眠っているとき，ブラフマー神
を脅かした二人の魔物の名。目覚めたヴィシュヌに対して願いをかなえてやると言い，その命を所望されて従った。一
方，ヴィシュヌも，彼らの願いをかなえることを宣言し、出された無理難題を巧みに実現しながら彼らを殺した。のち
に，彼らの子ドゥンドゥDhundhuが西方の砂漠に住んで地震を起こしたり火を吐いたりして世を苦しめていたが，クヴァ
ラーシュヴァ Kuvalāśva王に殺された（『マハーバーラタ』III 192-195）。ヴィシュヌは「マドゥの殺戮者」「カイタバ
の征服者」という異名をもち，マドゥとカイタバの殺戮は後の文献にもよく説かれている。『デーヴィー・マーハートゥ
ミャ』第 1章では，彼らがヴィシュヌの願いをかなえようとしたのは，この聖典で讃えられる大女神がマーヤーmāyā（幻
術）という様態をとって取り計らったものという。（井上信生）

    ナラシンハ （ナラスィンハ） Narasiṁha，またはヌリスィンハ Nr̥siṁha：「人獅子」。頭部が獅子で身体が人間とい
う姿をもつ。ヴィシュヌ神の化身（アヴァターラ）の一つ。魔王ヒラニヤカシプHiraṇyakaśipuを殺した。ヒラニヤカ
シプは神々をすら制圧し世界に覇を唱えた。一方，その息子プラフラーダPrahlādaはヴィシュヌ神の熱烈な信者であっ
た。ヒラニヤカシプは彼を激しく迫害するが，殺すことにはどうしても成功しなかった。ヒラニヤカシプが激昂して柱
を打つと，その中からナラシンハが現れて彼を引き裂いた。ヒラニヤカシプは苦行の結果，ブラフマー神から「家の中
でも外でも」「人によっても獣によっても」「地上でも空中でも」殺されないという恩寵を得ていた。しかし，ヴィシュ
ヌが，宮殿の門のところで，人獅子の姿をとって，その腿の上で彼を殺したのである。ヴィシュヌは詐術を発揮する神
であるが，これもその一例に数えられる。出典:『バーガヴァタ・プラーナ』VII 2-8など。（井上信生）

11  プルーラヴァスとウルヴァシーの二人の男児の中，東へ移動したĀyu （「活発な」）の子孫はKuru, Pañcāla, Kāśī, 
Videha；西へ移動したAmāvasu （「家に留まった」，従って実際には移動しなかった）の子孫はGāndhāri, Pārśu, Arāṭṭa
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の諸部族であるとされる。因みに，Pārśu- は一度に20の子を生んだマヌの娘の名párśu- （普通名詞としては一本の「あ
ばら骨」）『リグヴェーダ』X 86, 23，ペルシャ族の自称Pārsa-（<*pārću̯a-，古インドアーリヤ語のpārśvá-に相当）「脇
腹から生まれた者」を想起させる。『リグヴェーダ』IV 18, 2によれば，インドラは長い妊娠期間の後，母の脇腹pārśvá- 
から生まれた。

12  遠征と略奪についての記録をあげておく: 夏季の略奪行 （Taittirīya-Brāhmaṇa I 8, 4, 1），「 7つの秋の防御柵 （púr-）」『リ
グヴェーダ』I 174, 2；各 7 部隊から成る 3 群に別れて （『リグヴェーダ』X 75, 1）, 順次 3 群で （Jaiminīya-Brāhmaṇa 
III 120）。

13  異部族の者たちを「ぞんざいな，はっきりしないことばを持つ者」，「正しいことばを持たぬ者」などとよんだことにつ
いては，上記 4 .の冒頭参照。

14  後藤敏文「Yājñavalkyaのアートマンの形容語とBuddhaの四苦」『印度学仏教学研究』 44-2（1996）887-879，T. Gotō 
“Yājñavalkya’s Characterization of  the Ātman and  the Four Kinds of Suffering  in early Buddhism”, Electronic 
Journal of Vedic Studies, 12- 2  （2005）, pp. 70-84，特に，「「業と輪廻」─ヴェーダから仏教へ─」『印度哲学仏教学』 
24 （2009） 16-41参照。

15  今日の世界を見ると，権限をもつ代表者の交代や貫きたい目的に合わせてルール変更がなされる可能性にも注意がいる。
16 「真鍮」を意味するkāṁsya- はシュラウタ・スートラ以降現れ，真鍮製の容器の呼称であるkaṁsá- （アタルヴァ・ヴェー

ダ以降在証）からから逆に作られている。
17 『リグヴェーダ』で「道」を意味する語の一つにsrutí-がある。文字通りには「流れ」を意味し，実際にその意味での用

例もある。ヴェーダ散文において，同語は「走る」を意味する語根sar/sr̥によって置き換えられ，sr̥tí-という形をとる。
移動方法の変化，道の整備などの結果であろう。

18  移動生活を理念上の基準とし，周辺の定住民を利用しながら勢力圏を構成するという構造そのものは，古くアンドロノ
ヴォAndronovo文化に見られるように思われる。アンドロノヴォ文化は紀元前2000～900年頃に東北ユーラシアにあっ
たもので，後期にはイラン系サカ族（Saka-，インドではシャカŚaka-，ギリシャではSkythaiとよばれた）の活動が含
まれているように思われる。仏教における僧と教団の生活，村落や隊商との関係，移動を意味するvrajの語義など（第
4節第 2段落参照）などにその残影が見出されないであろうか。

19  cultivateの思想と野生動（植）物の忌避の観念は，人が飼育する牛は食しても良いが，自然の鯨を捕食することは野蛮
な行為であるとする考え，あるいは，感覚（「感念」というべきか？）の背景にある可能性がある。盆栽とガーデニング，
苔庭と芝刈り，刺身とステーキ，山菜やキノコとジビエ（鹿，猪，雁鴨）を巡る諸観念などについても考える余地があ
りそうである。

20  páśu- （男性），paśú-（中性）は「犠牲獣」をも意味するため（さらに，「動物」一般も），祭式に用いられる穀物も列挙
されていると考えられる。同語に対応するゴート語faihu（中性）は「財産，貨幣」を意味した，cf. ドイツ語 Vieh（中性），
ラテン語pecū（中性），pecus（女性）「家畜」。古代インドにおいて「貨幣」の役割を果たしたのは牛の頭数である。

21 『リグヴェーダ』ヴァルゥナ讃歌V 85，第 7詩節では，形容詞ニッテャnítya-「うちの」とアラナáraṇa-「よその」とが
対置されている。この両項がカエサル『ガリア戦記』中に現れるケルトの部族名ニティオブロゲスNitiobrogesとアッロ
ブロゲスAllobrogesという複合語の前肢nitio-とallo-とに対応することに疑いはない。brogesは「境界，国境」を意味し，「境
界線の内側にいる者たち」，「境界線の向こう側，よその側にいる者たち」の意味である。allo-とáraṇa-とでは接尾辞の
形に多少の違いがあるが、おそらく同一の語彙に根ざしていると思われ，インド・ヨーロッパ祖語の段階に遡る社会的
制度上の対概念の存在が推定される。参照：後藤敏文「サッティヤsatyá-（古インドアーリヤ語「実在」）とウースィア 
ὀυσία （古ギリシャ語「実体」）─インドの辿った道と辿らなかった道と─」（『古典学の再構築』ニューズレター第 9号，
2001年 7 月，pp. 26-40）p. 12 注40；「『リグヴェーダ』を読む─ヴァスィシュタと「ヴァルゥナ─」（京都光華女子大学
『真宗文化』22，2013，pp. 49-106）p.71f.。

22  HoFFmann, Aufsätze zur  Indoiranistik  II （1976）, p.  480 n.7はvielleicht  eine （ungekochte  ?） Milchspeise,  in die 
irgendwelche Getreidekörner eingeführt waren「ことによると，その中に何らかの穀粒が混ぜ込まれた（熱で調理さ
れていない？）ミルク料理」とする。阪本（後藤）純子，『印度学仏教学研究』55 （2007） 797 注22，同，印度学宗教学
会『論集』34 （2007）, p. 481 注 8 は「穀物の水煮」とする。

23  山田智輝「vāstavyà-，vāstuhá-，vāstupá- ─置き去りにされた居住地に関する記述を巡って─」（印度学宗教学会『論集』
32, 2005, 53-71）59参照。

24  16世紀のゴート語史料が黒海北岸のクリミア半島から出ており（クリム・ゴート語），短期間の移動略奪の後，歴史の
表舞台から消えたゴート族の村落が1000年ほどの間存続していたことが解る。ミタンニ，ヒッタイト，フランク王国の
例には，母親となった現地の女性たちの言語が，支配層であった少数の男たちの言語をやがて吸収解消させていく経緯
が理解される。ローマ帝国のラテン語化は歴史上例外的な事態と思われ，その仕組みを検証する必要がある。クリミア
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半島のゴート族の例は女たちもゴート族であった可能性を示唆し，部族全体の移動を示唆する。
25  さらに，父権性を束ねるものとして機能する一神教については，2.2.，第 3段落に触れた。
26  Marija Gimbutas, The civilization of the goddess. The world of Old Europe. San Francisco 1991, p. 364 他。
27  注 6 参照。
28  この一行がさらに含む意図についても，後藤敏文「資料 ヴェーダ文献に見られるプルーラヴァス王と天女ウルヴァシー

の物語」（『愛の神話学』篠田知和基編，名古屋（楽瑯書院）2011, pp. 481-525）p. 493f. 参照。
29  Marija Gimbutas，The civilization of  the goddess. The world of Old Europe. San Francisco 1991,  362,  371,  374: 

Moldavia にあるSuvorovo の墳墓 （紀元前4400-4300 頃）とBudapest 郊外のBudakalász （紀元前3000 頃）の墓を挙げる: 
“A woman, presumably his widow, was apparently put to death at this time（すなわち，族長の埋葬時）and laid to 
rest beside her dead lord”.

30  主題全体についてさらに，後藤敏文「インド・ヨーロッパ語族 -概観と人類史理解に向けての課題点検-」『ミニシンポ
ジウム ユーラシア言語史の現在2004.  7 . 3-4 報告書』上，総合地球環境学研究所 Project 4-3FS（リーダー 木下鉄矢）
2004, pp.31-74；2011年10月に総合地球環境学研究所（京都）で催されたシンポジウムBeyond Collapse: Transformation 
of human-environmental relationships, past, present and futureへの寄稿 （編集中）；「アーリヤ諸部族の侵入と南アジ
アの基層世界」『インダス 南インドの基層を探る』長田俊樹編集，京都大学出版会2013, pp. 295-316を参照されたい。
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 人文学という分野において翻訳がもつ意味は大きい。このことは外来の宗教思想、哲学文献、文学作品等を受容
する際にかぎらず、古典と呼ばれる多くの文献を近現代の言語に翻訳するケースに目をやりさえすれば、容易に理
解されよう。そのなかでも、宗教思想や哲学文献のばあいには、キーワードとなる術語に対する的確な理解がきわ
めて重い意味をもつ。それらの術語を、文化史や思想史上の背景を考慮しながら、個別の文献に即して、当該の術
語が登場する文脈のもとに的確に理解することが、まずは求められる。
 その上で、信頼に足る、しかも可能なかぎり語感の冴えた訳語を択びとる必要にせまられる。既存の語彙にふさ
わしい訳語が見当たらないときには、音写語（菩薩、阿羅漢、三昧、ブッダ、ニルヴァーナ等）を用いたり、ある
いはまた新造語（縁起、仏性、精進、衆生等）を当てることにもなる。

Ⅰ 周知のように、2400年余りの仏教史において、仏典がインド語から直接に他の言語に翻訳されたのは、近代諸
語への訳例をのぞけば、紀元後 2 世紀からの漢訳と、 8 世紀後半以降に国家的事業として遂行されたチベット語訳
とである。その後、時代も下って、漢訳から朝鮮語、日本語、ベトナム語等への─広義の─翻訳がなされ、チベッ
ト語訳を基礎にモンゴル語訳が生まれた。また、パーリ語聖典からはシンハラ語や東南アジア諸語への転写や翻訳
が行われ、19世紀以降には、サンスクリット語やパーリ語等のインド語から近代諸言語への翻訳も進められてきた。
 本題との関連で、ここではまず、漢訳とチベット語訳それぞれの特色を簡単に─実例を提示しながら─眺めてお
きたい。

Ⅰ- 1  漢訳には、以下のような翻訳上の特色を指摘することができる。その第 1 は、鳩摩羅什（350-409）以前、
すなわち古訳時代には、一部の例外をのぞきインド語と漢語の両言語に通じた翻訳者が得られなかったという点で
ある。このため、南北朝下の 4 世紀頃までの翻訳は、総じて訳文としての信頼度にくわえ、漢文として難点が小さ
くなかった。
 第 2 に、中国には仏教伝来以前に儒家や道家を中心とする諸子百家の伝統があり、それら─とくに老荘（道家）
的諸概念─との思想的・文化的調和が求められた。この点は、さとり（菩提）に対して「道」の訳語を与え、形成
されることのないニルヴァーナ（涅槃）の特質を「無為」と翻訳し、シューンヤ（空）を老荘思想のキーワードの
一つである「無」と訳したこと等々にうかがえる。最後の例にあげた「無」については、のちに格義仏教批判をふ
まえて「空」の訳語に落ち着くことになる。それゆえ、格義仏教批判の先鋒ともなった道安（312-385）は、仏典
漢訳の原則を「五失本三不易」（語順や繰り返し表現の簡略化など、原文を翻訳する際に避けることのできない 5
つのポイントと、変えてはならない 3 つの留意点）をまとめ、一方また、玄奘（600/602-664）は、仏教術語の翻
訳に関して、意訳せずに音写語で示すのが相応しい 5 つの例を「五種不翻」として例示した。これについては、後
にあらためて触れたい。
 第 3 にまた、第 1 の特色とも関連するが、漢訳のばあい翻訳者の力量に与るところが大きかったため、翻訳の質
に差異が著しい点がある。羅什や玄奘に代表される優れた翻訳者が結果として訳語・訳文の模範例を提供すること
になったのである。

仏教思想は甦るか
─仏典、翻訳、そして現代

斎藤　明
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Ⅰ- 2  これに対して、チベット語訳には、以下のような特色が見られる。第 1 に、文字と文化受容の両面で、イ
ンド（一部は中国）との関連が深く、かなり直接的な仏教文化の受容という性格がつよい。 8 世紀末から、国家事
業として組織的かつ集中的に翻訳作業を行い、インド人教師とチベット人訳経僧の共同作業を基本とした。
 第 2 の特色は、逐語的な意訳が多いという点である。漢訳では「仏」「菩薩」「涅槃」等の重要な術語はいずれ
も音写語を採用するのが一般的であるのに対して、チベット語訳の場合には、ブッダに対するサンギェー（sangs 
rgyas「目覚め・開かれた［方］」）の訳語に代表されるように意訳が中心で、音写語はむしろ稀である。仏教を受
容する以前のチベット人にとっては、仏教術語のすべてが新しく、誤解を招くような思想的な類似概念もおよそな
かった。このため比較的、意訳が容易であったという文化史的な背景があった。意訳に際して参考にしたのは、多
くのばあいインドにおける関連論書や注釈書が与える概念規定であった。
 第 3 に、第 1 の特色とも関係するが、チベット語訳にも翻訳者（あるいはインド人教師）の理解力や表現力等の
差異により翻訳の質に相違は見られるが、比較的その幅は小さかった。翻訳方法の準則や訳語の統一を企図して『翻
訳名義大集』や『同中集』（814年）が作成され、一定の機能を果たしたこともその背景の一つといえる。

 以下は、以上のような漢訳とチベット語訳の翻訳上の考え方の相違を示す一例である。仏弟子がブッダに呼びか
ける際の一般的な呼称としても知られる「バガヴァット」（bhagavat）については、漢訳では「世尊」等の意訳のほか、

「薄伽梵」等の音訳もなされた。とくに玄奘は、五種不翻の第二のケース、すなわち多くの意味をもつために翻訳（意
訳）しない例としてこの語をとりあげている。

 「唐の玄奘法師は五種不翻（五種の意訳しないもの）を明らかにした。第一に、秘密であるので意訳しないもので、
陀羅尼がこれである。第二に、多く［の意味］を含むので意訳しないもので、『薄伽梵』が六つの意味を含むので［意
訳しない］ようにである。第三に、ここ［中国］には存在しないので意訳しないもので、『閻浮樹』のようなも
のである。第四に、古い［伝統的な音写語］に従うので意訳しないもので、『阿耨［多羅三貌三］菩提』のよう
なものである。実際にはこれを［『無上正等覚』のように］意訳することはできるが、ただし［後漢時代に初め
て中国に仏教を伝えたといわれる迦葉］摩騰以来のサンスクリット語音があるから［音訳を採用するの］である。
第五に、善を生むために意訳しないもので、［音訳の］『般若』は尊く重いが［意訳の］『智慧』は軽く浅いよう
にであり、人に尊敬の念を生じさせるために意訳しないのである。」1）

 このように玄奘は、代表的な五つのケースを具体的に挙げて、いずれのばあいも音訳するのがふさわしいとし
た。これに対して、チベット語では、第一の陀羅尼と第三のインド固有の名詞（「閻浮」jambu等）の例をのぞくと、
いずれも意訳するのが通例である。以下では、400余りの主要な仏教術語を意訳する際の根拠を示す『二巻本訳語釈』

（＝『翻訳名義中集』）における「バガヴァット」（薄伽梵）の例を見る。チベット語訳は同語を「チョム・デン・デー」
（bcom ldan ’das）と意訳するが、その根拠を同書は以下のように説明する。

 「バガヴァーン（bhagavān）とは、一つには、四魔が粉砕されているので（bhagnamāracatuşţayatvād）バガ
ヴァーンといわれる。すなわち、［陰魔、煩悩魔、死魔、天子魔の］四魔を征服しているので、『征服した方』（bcom 
pa）をさす。あるいはまた、一説には、バガ（bhaga）とは「六種類の美徳」の名称である。すなわち容姿、名声、
自在力、吉祥、智慧、精進であり、これら六つの［美徳の］共通点をさすのである。ヴァット（-vat）と出るの
は、この人は美徳をもつので（bhago  ’syāstīti）、バガヴァーン（美徳をもつもの）であるから、『もつ方』（ldan 
pa）と説かれるのである。……世間の神であるバガヴァーンよりも、とくに『超えている』ので、［’dasを］補
足してbcom ldan ’das（［四魔を］征服し、［六種の美徳を］もち、［世間の神を］超えた方）と名づけたのである。
……世間の［神である］バガヴァーンは［単に］レクデン（legs ldan「善をもつ者」）と名づけられる。」2）

 以上のように、チベット語訳は「征服し、もち、超えた［方］」というような、一見して意味の取りづらい「チョ
ム・デン・デー」の訳語をほぼ定型的に採用する。ただし、これれは注 2 に挙げたヴィーリヤシュリーダッタ（ 8
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世紀後半頃のナーランダーの学匠）作の『決定義経注』にみる同様の解説にも伺えるように、説一切有部系のアビ
ダルマの伝統を尊重した結果である。先にみたブッダに対するサンギェー（sangs rgyas「目覚め・開かれた［方］」）
の訳語のケースと同様に、それがたとえ通俗語源解釈の類であったにせよ、伝統的な語意理解を尊重し、それをな
るべく忠実に反映した意訳を試みた結果の翻訳上の特色がうかがえるのである。

Ⅱ　仏典・仏教術語の現代語訳をめぐって

 さて、漢訳とチベット語訳それぞれの特色を以上のようにとらえた上で、ここで改めて、日本仏教の基礎ともなっ
た漢訳仏教術語の功罪を考えてみたい。

　Ⅱ- 1 　仏教の思想的理解を結果として妨げてきたもの

 日本において、仏教は文化伝統の基層をなす重要な役割を果たしてきた。さまざまな形の仏教信仰、年中行事、
葬送儀礼、寺院建築、造園、多くの仏像や仏画、芸能から、いろは歌や仮名文字の五十音図などなど、日本の文化
伝統は仏教を措いて語ることはできない。
 でははたして、仏教の思想的な理解についてはどうであろうか。残念ながら、これほどまでに仏像が愛され、多
くの日本人が遠くから伝わる除夜の鐘の音に年越しの思いをふかめ、年初めには初詣にも出かけ、また、薄らいだ
とはいえ、今なお身内の葬送儀礼を大事にする心性をもつにもかかわらず、仏典をじかに読み、仏教思想の理解を
深める機会はやはりかなり乏しいと言わざるをえない。
 これにはいくつかの理由があろう。古くから、（ 1 ）経典はそもそも読誦することに大きな意味があるとされ、論書・
註釈書は学僧が学ぶものと受けとめられてきたこと。また、（ 2 ）仏典（経典・論典）の学習とは、すなわち祖師
や宗学関連の典籍を、漢文であればそれを書き下して学ぶことを意味していたこと。さらにまた、（ 3 ）庶民と仏
典の接点は法事・法要、あるいはまた仏教説話や随筆等を通じてなされるべきもので、庶民が仏典に直接ふれる機
会は伝統的に乏しかったといえる。くわえてまた、（ 4 ）近代以降、本格的なサンスクリットやパーリ語の研究が
行われるようになり、原典研究が進められたが、多くのばあい漢文訓読と漢訳語の尊重という伝統は、良くも悪し
くも保持されてきた。

　Ⅱ- 2 　仏教術語の解釈をめぐる問題例─漢訳語の功罪─

 では、仏教の思想的な理解を深めるうえで、漢訳された仏教術語をそのまま踏襲することには、いかなるメリッ
トとデメリットがあるのであろうか。
 周知のように、仏教の経典や論書にはきわめて多くの専門用語が登場する。その中の多くはサンスクリット語や、
パーリ語をふくむ中期インドアリアン語を基礎としながら他の諸言語への訳語、とくに漢訳語として定着した術語

（「四聖諦」「五蘊（陰）」「無我」「縁起」等々）として、東アジアの仏教世界において広く受容され、今日にいたっ
ている。また、これらの専門用語には、インド由来の概念を基礎としながらも、中国仏教の展開過程において成立
した術語（「理事無礙」「十界互具」「草木成仏」等々）も少なくない。
 いずれも、ゴータマ・ブッダはもとより、経律両典の伝承者や諸論師の研ぎ澄まされた知性や感性が反映したも
のといえるが、加えてまた、諸経論の翻訳者、さらにはまた思想史的な背景や学派の伝統をふまえながら、それぞ
れの思想を表明するに相応しい術語を創造した諸論師の苦労も見のがせない。伝統的な術語の中には、「縁起」「無
我（非我）」「中道」など、簡にして要を得た絶妙な訳語も多く、これらはすでに日本語として定着して久しい。
 しかしながら、伝統的な漢訳、とくに「法」「蘊」「処」「界」「色」「受」「想」等々の漢語一文字の訳語は、耳で
聞いても、文字を知っても、それらを的確に理解するのは容易でない。訳語の理解は主要な用例や、それぞれの文
脈に即して行われるべきであるが、誤解を生じかねない訳語も少なくない。以下では、四聖諦（四つの聖なる真理）
として知られる苦・集・滅・道のなかの「集」について考えてみよう。

 四聖諦としての苦・集・滅・道に対応するサンスクリット語は、それぞれduḥkha, samudaya, nirodha, mārgaで
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ある。この中の「集」（samudaya）は苦悩の生起、あるいはその生起の源にある原因（＝煩悩）をさす。したがって、
これを現代語（日本語、英語）に訳すなら「生起」"arising"、あるいは「原因」"cause" あたりの訳語が相応しい
ことになる。ちなみに、他の三つの聖諦はそれぞれ、「苦しみ」「苦悩」"suffering", 「抑止」「抑制」"suppression, 
control", および「道」"way, path” ほどの意味で、「滅」の訳が原語に比べて否定的なニュアンスがやや強いことを
除くなら、伝統的な漢訳に大きな問題はない。
 さて、次に求められる重要なポイントが、現代語訳を裏づける定義、あるいは主要な用例である。以下では、ご
く簡潔にこの点にふれたい。「集」（samudaya）対する上記の「生起」＊あるいは「原因」＊＊については、以下のよ
うなパーリ語およびサンスクリット語で伝えられる経論ないし注釈書がこのような現代語訳を裏づけるであろう。

＊   「このようにして、このすべての苦しみの集まりの生起（samudaya）がある。」evam etassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti// （SN II, p. 17.26-27,29-30）

    「このようにして、このすべての大きな苦しみの集まりの生起（samudaya）がある。」evam asya 
kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavatīti/ （AKBh, pp. 135.5-6, 139.12, 140.21）

＊＊  「これにより苦しみが生起するから原因（samudaya）である。」samudety asmād duḥkham iti samudayaḥ/ 
（AKBh, p. 5.16）

    「『これにより苦しみが生起するから原因である』というのは、原因である諸集合（蘊）がsamudayaである、
結果である諸集合がduḥkhaである、ということを述べている。」samudety asmād duḥkham iti samudaya 
iti. hetu-bhūtāḥ skandhāḥ samudayaḥ. phalabhūtāḥ skandhā duḥkham iti varṇayanti. （AKVy, p.23.4-6）

 ではなぜ、苦悩の「生起」あるいは「原因」の意味をもつsamudayaに対して、羅什、真諦（「集生」「和合生」
等の訳語もある）、および玄奘のいずれもが「集」の訳語を与えたのであろうか。その一つの理由と考えられるのは、
苦、滅、道とともに四聖諦それぞれを一語の訳で代表させる際に、接頭辞sam-に対してしばしば与えられる訳語
の「集」を、ここでも機械的に採用したという事情である。つまり、samudaya「集起」「集生」（sam集＋udaya起、
生）の「集」が古くから採用され、その伝統が守られたという経緯が考えられよう。

Ⅲ　プロジェクト「仏教用語の現代基準訳語集および定義的用例集（バウッダコーシャ）の
構築」について

 冒頭にもふれたように、仏教の思想的な理解を深めるためには、何よりも主要な術語に対する文脈に即した的確
な理解が欠かせない。従来はこのような問題意識をもつ個々人の研究者によって、それぞれに現代語訳への試みが
なされてきた。今日では、これらの貴重な成果をも考慮し、伝統的な漢訳語を的確に理解したうえで、あらためて
主要な仏教用語の基準ないし「たたき台」となる現代語訳を提示する必要性が高まっているといえよう。
 ここでは最後に、以上のような背景のもとに、現在とり組んでいる関連プロジェクト（「仏教用語の現代基準訳
語集および定義的用例集（バウッダコーシャ）の構築」科学研究費補助金・基盤研究（S））を紹介して、本発表
を終えたい。現在は瑜伽行唯識学派による「五位百法」他に関する研究会を重ねているが、以下は、先行する関連
成果としてすでに公にした説一切有部による「五位七十五法」の中の一例で、伝統的に「作意」（玄奘）等と漢訳
されてきた、10の普遍的な心作用（遍大地法）の一つである。『倶舎論』が与える定義的用例にしたがって、「傾
注」あるいは「心を向けること」“attention”という現代語訳を提示するとともに、その根拠となった原文および
その訳文、ならびに関連する伝統的な諸訳語、注釈文献、欧文訳例他を挙げている。（詳しくは以下のURLを参照：
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~b_kosha/start_index.html）

「例」
manaskāra
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〔漢訳：作意（玄奘），思惟（真諦），チベット語訳：yid la byed pa （＝Mvy no.1926）〕
【基準訳語】  傾注、心を向けること   〔E.〕 attention
【定義的用例】
〔和 訳〕   傾注とは心を〔特定の対象に向けて〕はたらかせることである。
〔原 文〕     manaskāraś cetasa ābhogaḥṣ/ （Abhidharmakośabhāṣya of Vasubandhu ed. by Pradhan, 1967, 54, 

22, Chap.II v.24b）
〔玄奘訳〕   作意謂能令心警覺。（『阿毘達磨倶舍論』大正29巻19a21）    ［普光釈を見る］ 
〔真諦訳〕   思惟謂心迴向。（『阿毘達磨倶舍釋論』大正29巻178b15） 
〔チベット語訳〕    yid  la byed pa ni sems kyi ‘jug pa’o （Chos mngon pa’i mdzod kyi bshad pa  北京版115巻

72a8）
【注釈文献】  Abhidharmakośavyākhyā：（ed.by U.Wogihara, 1932-36, 127） 

manaskāraś cetasa ābhoga  iti. ālambane cetasa āvarjanam. avadhāraṇam  ity-arthaḥ. manasaḥ 
kāro manaskāraḥ. mano vā karoti āvarjayatīti manaskāraḥ.

『阿毘達磨順正理論』:（玄奘訳，大正29巻，384b8-9）
引心心所。令於所緣有所警覺。説名作意。此即世間説為留意。

【欧文訳例】  Pruden ［1988：190］：the act of attention；
       La Vallée Poussin ［1923：154］：acte d’attention（文例略）

【関連文献】
その他のアビダルマ文献
瑜伽行派の文献

結語

 以上のように、仏教の思想的な理解は、まずは術語の意味を個々の文脈に即し、思想史的な背景を常に念頭に置
きながら、翻訳語の微妙な意味上の差異・語感・実際の用例等を考慮したうえで、可能なかぎり適切で、なるべく
平易な訳語を択びとる作業が求められる。思えば、このような原則そのものは、以下の一文にみるように、 9 世紀
初頭に、国家事業として多くの仏典の翻訳をすすめたチベットにおいても、同じように自覚されていたのである。

「正法の翻訳方法は、原意とも相違せず、チベット語としても平易なものとせよ。」
dam pa’i chos bsgyur ba’i lugs ni don dang yang mi ’gal la bod skad la yang gar bde bar gyis shig/ （『二巻
本訳語釈』序文、Ishikawa ［1990］ p. 2）

注

1   唐玄奘法師明五種不翻。一秘密故不翻。陀羅尼是。二多含故不翻。如薄伽梵含六義故。三此無故不翻。如閻浮樹。四順
古故不翻。如阿耨菩提。實可翻之。但摩騰已存梵音故。五生善故不翻。如般若尊重智慧軽浅。令人生敬、是故不翻。」（『翻
訳名義集』南宋・法雲編、大正No. 2131, vol. 54, 1057c7-12）

2   bhagavat ＝ bcom ldan ’das : gcig tu na/ bhagnamāracatuşţayatvād bhagavān＊ zhes bya ste/ bdud bzhi bcom pas na 
bcom pa la bya/ yang rnam pa gcig tu na bhaga ni legs pa rnam pa drug gi ming ste/ gzugs dang/ grags pa dang/ 
dbang phyug dang/ dpal dang/ shes rab dang/ brtson ps ste/ ’di drug gi spyi la bya/ vān zhes ’byung ba ni bhago 
’syāstīti bhagavān zhes  ldan par bshad de/…/’jig rten pa’i  lha bhagavān  las khyad par du  ’das shes bla  thabs su 
bsnan te/ bcom ldan ’das shes btags/…’jig rten pa’i bhagavān ni legs ldan zhes gdags/ （sGra sbyor bam po gnyis pa, 
Ishikawa ［1990］ pp. 6-7）
＊Cf. Arthaviniścayasūtranibandhana, Samtani ［1971］ pp. 76.4-77.3: bhagavān iti māracatuşţayaṃ devaputrakleśaskand
hamŗtyulakṣaṇaṃ bhagnavān iti kŗtvā nairuktena nyāyena bhagavān/ aiśvaryādiguṇayogād vā, yathoktam -
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    aiśvaryasya samagrasya rūpasya yaśasaḥ śriyaḥ/
    jñānasyātha prayatnasya şaṇṇāṃ bhaga iti śrutiḥ// iti/
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 イランの哲学・宗教界と対話することによって共生哲学の新たな可能性を探ることを主旨とする第 3 ユニットの
企画は、2012年11月 6 日の東洋大学における第 1 回目シンポジウム、2013年11月 4 日のイラン科学アカデミー（テ
ヘラン）における第 2 回目研究集会を行い、大きな成果を上げることができた。
 第 1 回シンポジウムは、イランを代表する 5 人の哲学者・宗教家を東洋大学に招いて ｢共生の哲学｣ のテーマを
巡って日本の研究者との間で討論を行うことを目的とするものであった。日本ではこれまでほとんど知られてこな
かったイランの宗教・哲学は、一方で歴史的に、ゾロアスター教、イスラーム、ギリシャ哲学、さらには中世から
現代にわたるヨーロッパの哲学など多様な宗教・哲学伝統の共生において成立してきたものであり、他方では現在
において、イスラーム・シーア派とスンニ派のイスラーム内部での共生のみならず、イスラーム以外のいわゆる欧
米先進諸国との共生が、政治的にも宗教的にも世界的な広がりを持つ大きな課題となっている。そもそも、イラン
は地理的にも西洋と東洋の中間として、歴史を通じて諸文化を媒介する役割を演じてきた点にまず注目すべきであ
る。世界規模の文化的・宗教的共生が焦眉の課題となっている現在、もっぱら欧米に目を向けてきた日本に欠けて
いる「イラン」という視座は、多くの示唆を与える極めて重要なものであることは間違いないであろう。
 昨年度のシンポジウムでは、このようなイラン･イスラームとの対話の第一歩として、イスラームと神道の比較
宗教学、イスラーム法学・神学、諸伝統の共生から生まれたイスラーム神秘主義、イランで絶大な影響力を持つア
ンリ・コルバンと井筒俊彦の思想、ヨーロッパの現代哲学などのテーマに即して共生の問題を巡って日本・イラン
双方からの発表とそれを巡る議論が行われたが、これは、今後第 3 ユニットを通して両国の間で継続的に展開すべ
き様々な共同作業の端緒を開くという点でも意義深いものであった。その成果は『国際哲学研究別冊 3  共生の哲
学に向けて─イスラームとの対話─』として、2013年 6 月に刊行された。
 しかし2012年のシンポジウムでは、第 1 回目として、日本・イラン双方の最初の出会いと共同研究の試みという
性格が強く、一定の成果を上げつつも、テーマの詳細なすりあわせや言語の相違による深い相互理解などの点での
不十分さが露呈し、課題として残ったと言える。また、前回は日本のイニシアティヴで行われたために、一定の方
向性が予め設定されていたことも事実であった。これに対して、前回の問題点への反省を踏まえた上で、2013年の
研究集会は主にイラン側の主導の下に密度の濃い議論を行って、前回よりもさらに大きな成果を上げることを目指
して行われた。
 第 2 回研究集会の大きなテーマは、「東洋／哲学」の問題、すなわち「東洋」とは何か、それとの関係において「西洋」

（哲学）とは何かを議論し、その一定の理解を踏まえた上で双方の創造的「共生」の新たな可能性を探るものであった。
この「東洋と西洋」という、日本ではすでに素朴な単なるモットーと化し、哲学的有効性を失ったかに見える問い
を、イランに固有の「東洋／哲学」という問題を通して、再び緊張感をもった問いとして立て直すことが試みられた。
イラン側では、アカデミー所長のDavari博士のイランにおける哲学研究の近況についての簡単な説明のあと、イ
ラン伝統哲学の歴史を辿って「東洋哲学」の新たな可能性を開くAvani教授の発表、イランと日本の関係をモデル
とした文化間の相互理解を論じたGavahi博士の発表、日本側では西田哲学を新たに経験の深層の論理としての「東
洋哲学」として捉え直す永井研究員の発表、初期仏教経典の中に固有の共生思想を探る堀内研究助手の発表がそれ
ぞれ行われ、活発な討論が行われた。前回よりも少人数で掘り下げた議論ができた点、またイラン側で前回参加で
きなかったシーア派アーヤトッラーDamad師の参加など、特筆すべき成果が多かった。

連続企画「共生の哲学に向けて─イラン・イスラームとの対話─」

永井　晋

共生の哲学に向けて─イランにおける多文化共生研究集会・現地調査─
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序

 はじめるにあたり、日本の優れた客人たちを歓迎し、イランにおける非常に楽しく実りある滞在を望みます。み
なさん、特に永井晋教授と私の友人であるザキプールさんに、わたしたちが昨年日本と東洋大学に滞在した際にわ
たしたちにしてくれた素晴らしい準備とおもてなしに感謝したい。
 昨年の集会に参加していなかった方々のために、セミナーは「共生の哲学に向けて─イスラームとの対話」と題
されており、イランの代表者がそれぞれ以下の発表を行ったことを強調しておきたい2。

1 ．アブドッラヒーム・ギャヴァーヒー「イスラームと神道の対話：文化的理解と協力のために」
2 ．ダヴード・フェイラーヒー「現代イスラーム：御言葉と学問の間」
3 ．ビジャン・アブドルカリミー「比較哲学の重要性と必要性」
4 ．ハッサン・サイード＝アラブ「コルバンとスフラワルディー：イラン･イスラームと現代哲学との対話」
5 ．ビジャン・アブドルカリミー「ハイデガーに触発されたアンリ・コルバンの洞察」

 お返しに、親愛なる日本の主催者たちは、以下の講演を行ってくれた。

1 ．森瑞枝「本居宣長の「漢意」批判について」
2 ．黒田壽郎「イスラームと共存の可能性─仏教との比較の観点から」
3 ．鎌田繁「他者との共生とイスラーム」
4 ．小野純一「スフラワルディー：純粋現象としての東洋」
5 ．永井晋「アンリ・コルバンの現象学」

 われわれの日本の友人は、今年の集会のテーマを、東洋（オリエント）と西洋の哲学や文化と提案し、イラン科
学アカデミーの所長であるDavari博士と、アカデミーのメンバーであるAvani博士が現代イラン哲学について論じ、
私が現代イランにおける文化と宗教について発表することとなった。
 この段階で言及しておくべき他の導入的ポイントは、「東洋」（オリエント）と「西洋」（オクシデント）という
まさにこの用語の、現代の世界における意味である。こんにち、文化的、政治的、産業的、経済的、知的、そし
てさらには地理的な観点からも、東洋と西洋は、概して数百年前よりも異なった意味を持つことになった。近年多
くの学者たちが、日本を、地理的には極東に位置するにもかかわらず、「西洋の」国と考えるようになったほどに、
である。

1 ．東洋と西洋の宗教、その過去と現在：イランと日本の場合

 人間が崇拝する主題や様式は時の流れの中で変わってきたものの、宗教は、歴史上つねになにかしら世界のいた

文化の共生：文化の理解と相互交流の産物1

アブドッラヒーム・ギャヴァーヒー
翻訳：堀内　俊郎

共生の哲学に向けて─イランにおける多文化共生研究集会・現地調査─
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るところにあったということは疑い得ない。言い換えれば、宗教それ自体は同じであり、その見かけや現れが変わっ
たのである。
 イランと日本を、〔それぞれ〕より東洋的（伝統的）で、西洋的（現代的、産業的等）な国の二つの例として考
えてみると、近代、これらの社会においては、宗教は、矛盾するものではないにせよ二つの全く異なった意味や現
れをもっており、そのどちらかを誤解したり誤認したりすることは、間違った結論に導くであろうということを知っ
ておく必要がある。
 こんにち、ともかくも西洋的、産業的、現代的、そして広範囲にわたって世俗的な日本の社会では、宗教は、内面的、
感情的、個人的、伝統的（なにかしら祖先に関するもの）、儀礼的、儀式的、脱神聖化された（実際、現世的である）
事柄であり、一般的な社会の文化と混交し、それによって大いに薄められたものであり、現行の社会の機能に対し
て社会的、経済的、政治的、ましてや軍事的な影響を主張していない。日本では、多くの人々は、せいぜい、宗教
を社会的なリラクゼーションや平安のための特別な手段としか考えていない。他方、極めて宗教的、伝統的で、ま
だ非産業的で、いくぶん非現代的で（西洋的な意味において）、極端にイデオロギー的なイラン社会において、宗教は、
外的、法的、社会的、政治的であり、そして最も重要なことであるが、政府の統治的な手段であり、社会の至ると
ころで物理的に ─ 時に極めて厳格に、支配的に ─ 確立されている。この装いのもとでは、少なくとも社会のいくつ
かの領域周辺では、宗教は健全で慈悲深い訴えかけを失っているだけではなく、多くの人々にとっての心的、精神
的な平安さの手段ではない、あるいはそのようではないように思われる。かくしてその本来の目的と矛盾するよう
に働いている。

  かの書は読んでもらうためのものであるが、
  汝はそれを枕として使うこともできる！

 かくして、現代イラン社会における宗教の状況を日本の歴史上のどれかの時点と比較しようと思えば、明治時代
後期（イランではアミール・キャビール首相の時代ごろ）、すなわち神道が日本全土の国教としてしっかり確立され、
仏教やその他の影を薄くしていた時と比較すべきであろう。
 現段階で言及しておくべき必要のあるもう一点は、「宗教的信念は、現代的、俗なる、世俗の社会においては弱
まっている」と言う時、そのような社会において確固たる精神的、形而上学的な信念がない、と簡単に結論すべき
ではないということである。実に、宗教における伝統的な信念は、現代の諸学派における、ヒューマニズム、物質
主義、世俗主義、経験主義、社会主義、共産主義などといった、類似する信念に取って代わられたのだと言えるで
あろう。この観点からすれば、どんな観念、概念、イデオロギーにおける確固たる信念でも─聖であれ俗であれ─

「宗教」として働くのである（異なった形態や様式においてではあるが）。
 同様に、われわれが宗教的な信念や実践を強調しているからといって、われわれが宗教という語で意味するもの
は、常に、世界中の異なる人々の間での宗教的な魅力、同情、調和、遍愛、平和、協同の源泉であり続けたと思い
込んではならない。歴史的証拠は、この思い込みを支持しない。
 さらに、寛容と平和的な共生が人が宗教というものから期待する最大のものだと思い込むことは正しくない。た
しかに、われわれムスリムにとっての聖なる書『クルアーン』に言わく。「宗教上のことでお前たちに戦いをしか
けたり、お前たちを住居から追い出したりした者どもでさえなければ、いくら親切にしてやろうと、公正にしてや
ろうと、アッラーは少しもいけないとはおっしゃりはせぬ3。」（60/8）
 むしろ、われわれの見解では、それ（＝寛容と平和的な共生）はかの宗教からわれわれが期待する最小のものに
過ぎないのであり、その（＝宗教の）最高限度は、貧困者を食べさせてあげること、博愛、同情、互助、扶助、犠
牲、赦し、人々に平和を生み出すこと、人類の完成や精神的な深化を促進することなのである。

2 ．近代人が宗教に期待するもの

 20世紀の初頭、近代人は、多くの戦争、流血、排他主義、狂信、無気力、見せかけの神聖さ─すべては宗教や信
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仰の名のもとのものであるが─に、まったく嫌気がさしていたようである。近代人は、タリバンのテロリズムや、
ムスリム世界や中東で広く行き渡っていた自爆行為によって約束された遠く離れた（来世的な）幸福のために、現
世的な幸福、進歩、満足を犠牲にする用意はできていないようである。
 この種の悪意は近代人によってよく探し求められる日用品ではない。数百人の欧米人やおそらくアメリカ人が、
今、シリアや他の場所でアルカイダと戦っているにも関わらずである。
 近頃、人類の魂を引きつけるのは智慧、科学、対話、相互理解の言語であり、過激派集団によって後援されてい
る殺人、破壊、略奪の言語ではない。
 西洋によって描かれるイスラームのイメージは、「アッラーは、ありとあらゆるものにあまねく恵みをかけ給う」

（『クルアーン』2/251）、あるいは、「我らが汝を遣わしたは、ただ万民にたいする慈悲心からでたこと」（『クルアー
ン』21/107）、あるいは、「愛や同情以外に宗教があろうか？」（Imam Sadiq, Khisal-e Saduq）や、他のそのよう
な素晴らしい古人の言とは、おおいに異なっている。現代の卓越したシーア派の学者であった故アッラモ・ムタッ
ハリは、西洋におけるイスラームの間違ったイメージの主要な原因は、われわれのこの偉大なる宗教に対する誤解
であり、イスラームの名のもとに広められている誤った教えなのである（『聖なる正義』、サドラ出版、p.8）と言う。
 また、イスラームのイメージ、特に近年イラク、シリア、パキスタン、レバノン、エジプト、アフガニスタン、
イエメンや似た地域で広まっている原理主義版のイメージは、流血や部族的、党派的な敵意にとても満ちており、
日本を含めたいかなる外国（非イスラーム）の国土においても、それほど想像できるものではない。最近日本を訪
問した際に、私が約30年前に最初に日本を訪れた際に比べて、日本の人々のイスラームに対する態度の変化に気づ
いた身からしてみればなおさらである。このようなネガティヴな態度を変えようとすることは、関連する聖職者と
共に、知識人や大学の学者といったわたしたちすべてにとっての大きな責任である。

3 ．伝統的な東洋社会において宗教を再考する必要性

 コミュニケーションと現代性の時代において、そして、人類の科学的、産業的、経験的な進歩に鑑みて、いわゆ
る世界村－そこではすべての国土の僻地やすべての文化、儀礼、実践がきわめて緊密に連関し、他者の判断によく
さらされているのだが－にあって、世界の偉大な諸宗教、特に、 3 つの偉大なアブラハムの伝統は、徹底的に再考
され、新たに読解されるべきである。かくして、破壊的な布教活動をもたらすそれらの個々の聖なる掟についての
一面的な理解の代わりに、そのすべてについての新しく、より論理的で近代的で理性的な表象への道を舗装し、相
互理解と互助を促進するであろう。
 今日、人類は、すべての生きた伝統の間での、宗教間、文化的な対話を期待している。そうすることで、それぞ
れの、そしてすべての宗教的、文化的な信念や実践の物質的、精神的な蓄積によって、人類の文化や宗教が、第一
に、自由、権利、民主主義、進歩、全人類の財産の基盤こそをまず供給し、第二に、国土中の貧困、不平等、残酷
さ、抑圧、無知、物質的、精神的な屈辱の根源を根絶するようにである。

4 ．要約と結論

 現今、イランと日本という二つの偉大な国の間における文化的・宗教的な理解、協同、共生のための必要条件と
して、ムスリム世界におけるわれわれのいくつかの信念、態度、実践を、あらゆる先入見や性急な一般化を排除し
て、完全にオーバーホールすることが要求されている。
 また、現代世界において日本や他の国では、宗教や信仰は、いわゆる東洋（オリエント）の伝統社会において意
味している意味のものではない。たとえば、こんにち、日本の人に、あなたは宗教的か否かと尋ねた場合、ほとん
どの人は、「否」と答えるであろう。他方、あなたは仏教、神道、そのほかを信じていますかと尋ねた場合、ほと
んどの人は「はい」と答えるであろう。
 日本では、人は、神道で生まれ、キリスト教で結婚し、仏教で死ぬとは、よく言われることである。他方、イス
ラームを含む偉大なるアブラハムの伝統は、まったく別個であり、相互排他的である。
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 最後に、イスラーム世界とムスリムの国々は、まず身を糾さねばならない。そして、世界のその他の国々と交流
することを試みる必要がある。ペルシアの有名な格言に言わく：「家で必要なロウソクが、モスクには禁じられて
いる」。われわれが中東におけるシーア派とスンナ派のムスリム間での同朋殺しの問題を解決できない限り、他者
へいかなる協同や同胞愛を呼びかけても気にとめられないであろう。
 最後にもう一度、みなさん親愛なる友人・客人をイランに歓迎し、とても幸せな滞在を願います。

注

1  外国諸宗教と比較宗教研究の研究員・講師であるアブドッラヒーム・ギャワーヒー博士によって、イラン（アカデミー
サイエンス）と日本（東洋大学）の研究者の間で行われた第 2 回目の集会「イランと日本の思想的共生の必要性」（テ
ヘラン、アカデミーサイエンス、2013年11月 5 日）において発表された原稿。

2  【訳者注】『国際哲学研究』別冊 3 「共生の哲学に向けて─イスラームとの対話─」（東洋大学国際哲学研究センター編、
2013年 6 月、ISSN 2186-8581）として刊行された。

3  【訳者注】以下、翻訳は、『井筒俊彦著作集 7  コーラン』（中央公論社、1992年）による。
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 「東洋文化の根底には、形なきものの形を見、声なきものの声を聞くといったようなものがひそんでいるのでは
なかろうか。我々の心はかくのごときものを求めてやまない」。（『働くものから見るものへ』序文）

序　西田幾多郎の「東洋哲学」

 西田幾多郎は、日本で最初の「哲学者」と言われる。彼の独自性、そして歴史的意義は、「日本」の「哲学」を
初めて作ったことにあるが、それは、日本が明治期を迎えて近代化するにあたって、西洋近代の論理を、いかにし
て日本の伝統を保持しつつ受け入れ、それに統合するか、という時代の要請に対応するものであった。言わば、矛
盾したものを､ 一方を他方に還元することなく結びつけること、しかもそれを哲学者として、論理の上で行うこと
が問題なのである。その問いに対する西田の答えを予め言っておくと、「＜東洋＞（日本はその一つの現れである）
が＜自己否定＞して＜西洋＞を＜包む＞」というものである。

 こうして、西田の哲学は、古代から現代にまで到る西洋哲学の歴史を、それより深く、広やかな「東洋」の論理
によって「包む」ものである。それは、「西洋哲学」と「東洋哲学」を二つの矛盾した原理として対立させ、後者
から前者を批判するものではなく、西洋哲学の論理の中に入って、それを内側から、言わば（ハイデガー的意味で）「解
体」する、というよりもむしろ（デリダの意味で）「脱構築する」⑴ものである。それは具体的作業としては、古
代から現代に到る主要な哲学者（本論ではアリストテレス、フィヒテ、ベルクソンを扱う）と対決することにおい
て、それらの論理の前提となっていながらそれらの論理そのものの本質的な限界によって隠蔽されている実在の体
験へと遡り、そこからこれらの哲学を乗り越え、位置づけてゆくことである。これが「包む」と言われていること
である。ここで重要なことは、この「包む」ことが、単なる方法的なものではなく、「実在そのもの」の動きだと
いうことである。西田の哲学は認識論ではなく、認識論をも「包む」実在の形而上学である。

 これは、ここで用いられている「東洋」「西洋」という概念が、地理的・歴史的（経験的）なものではないこと
を意味している。西田の文脈で言うなら、「西洋」とは、西洋哲学の根底にある（と西田が考える）「対象化・表象
論理」のことであり、「東洋」とは、あらゆる対象化・表象の根底で、それを包んで働く「実在の論理」を指す（そ
の内実は以下で詳しく述べる）。これに対して、近代日本の哲学の歴史において、「東洋」と「西洋」はほとんど常
に地理的・歴史的意味に取られ、それゆえに不毛な論争を繰り返してきた。少なくとも西洋哲学研究においては、「東
洋」もしくは「日本」は近代に対する反動的なものとして、否定的な意味で使われてきた（「日本回帰」、「東洋回帰」
といった表現は、ほとんど倫理的な糾弾として使われる）。これに応じて、西田の読解においても、それを「日本思想」、

「東洋思想」として見るものと、あくまでも「西洋哲学」の枠の中で解釈するものの、相反する二つの方向がある。
しかし、この対立も、「東洋」概念をもっぱら地理的・歴史的に理解することから生じるものであって、「西洋」「東洋」
という二つの文化制度に分かれる以前の唯一の実在から思惟する西田自身に本来このような区別・対立はないはず
である。にもかかわらず、西田自身が「西洋」「東洋」の、論理的・哲学的意味と地理的・歴史的意味をしばしば

西田幾多郎と近代日本の哲学
─「東洋哲学」とは何か─

永井　晋

共生の哲学に向けて─イランにおける多文化共生研究集会・現地調査─
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混同しており、そこに西田哲学に対する戦後の激しい批判が起因している⑵。しかし哲学においては本来「東洋」、「西
洋」は、経験の二つの次元（実在と表象、深層と表層）を表すカテゴリーとして理解すべきものである。この点で
､ 西田の「東洋哲学」は、現代日本を代表するもう一人の哲学者、井筒俊彦の「東洋哲学」、「精神的東洋」の構想
に極めて近いと言える。西田と井筒の関係には、本論の最後に改めて触れる。

１ ．「直観」と「純粋経験」：ベルクソンとの対決

 西田は彼の最初の著書『善の研究』において、その冒頭から、彼の全哲学の出発点となり、それを貫く「純粋経
験」をいかなる条件もなしに端的に提示する。それは、形而上学としての西田哲学の唯一の主題である「一なる実
在そのもの」の直接の、内部からの経験である。それは次のように記述される。

「純粋経験が唯一の実在である」⑶。

「色を見、音を聞く＜刹那＞（…）＜未だ＞主もなく客もない」⑷。

 一見、神秘主義的体験のように見えるこの根本体験は､ 西洋哲学でしばしばそうであるように単なる思弁的な要
請に過ぎないのではなく、西田が禅の実践によって実際に体験したものだと言われている。西田は、この、地理的
な意味でも哲学的な意味でも「東洋的・日本的」な体験（すなわち、いかなる論理もなしに端的に提示されたもの）を、
西洋哲学の内部に持ち込み、それをその底へと突き破りつつ、その「ずれ」において語ろうとするのである。その
作業を行うために、この本来は名付け得ない体験に付けられた哲学的な名が「純粋経験」である。

 西洋哲学において「未だ主もなく客もない」主客未分（合一）を根本的な事態としてそこから出発する哲学は数
多くあるが、そのうちで、西田が手引きとするのは、ジェイムズの「根本経験」と、とりわけベルクソンの「純粋
持続（durée pure）」およびその「直観（intuition）」の考えである。ベルクソンの持続・直観概念は複雑で一義化
できないが、西田は、「一なる実在を実体なき真なる時間としての＜持続＞とし、直観によってその＜内部に入る＞」
というベルクソンの主張を、実体的な一へと融即する神秘主義とは異なる、実在の哲学的な直接体験として高く評
価する。

 その際、ベルクソンと比較して西田の純粋経験で特徴的かつ決定的なのは、「色を見、音を聞く＜刹那＞､ ＜未
だ＞主もなく客もない」と言われる時の、「刹那」という（「空」のあり方を表す）仏教用語で表現されたその「主
客合一」の「一」のあり方（位相・次元）であり、また、「未分」の「いまだ～ない」の意味にある。それは、主
と客、一と多が同じ平面に置かれ、それらが単に連続的に「合一」するのではない。だとすればそれは単なる非合
理であって、神秘主義的体験のひとつの表現ではあっても、そのままでは哲学的に意味のある事態ではない。むし
ろ、合理的な哲学とは永遠に対立する事態である。

 これに対して西田の言う「刹那」が意味するのは、先ず、「絶対的分離、非連続、前後裁断（道元）」である。刹
那と刹那の「間」（ということは本来は言えないが）にはそれらを連続的につなぐいかなる共通の媒介もない。刹
那は他のものとの比較を内に含んだ「間」ではなく、時間の最小単位である「瞬間」ではない。「瞬間」は時間に
属する形式的な概念であり、実在のあり方ではないのに対して、「刹那」はむしろ実在そのものが、前後の位相か
ら切り離されて絶対的に唯一のものとして生起し、直接経験される様態を表すものである。

 ベルクソンの「持続」は確かにこれと同様の事態を指している。ベルクソンにとっても「瞬間」は空間化された
疑似時間であり、これに対して「持続」はそのようないかなる形式にも縛られない実在として「真の時間」であっ
て、「本性上の差異」（différence de nature）として前後裁断に絶えず新たに立ち現れるものである。
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 しかし、持続の本質をもっぱら生命の肯定性に見るベルクソンに欠けているのは「否定」であり、否定を介した
「一なる実在そのものの多様化」である。否定はベルクソンにとって、もっぱら一なる実在・持続を概念によって
一般化し、多へと分断して抑圧することであり、実在のあり方である前後裁断の「本性上の差異」（différence de 
nature）を、共通の地平に置いて「程度の差異」（différence de degré）に変質させることである。これに対して、
西田の否定はまったくその身分を異にする。ベルクソンの否定が、一なる実在をその「外から」分断し、それ自身
の本来のあり方から変質させる非実在的な原理と考えられていたのに対し､ 西田の否定は垂直方向の「内的な」＜
自己＞否定であり、ベルクソンの否定とは全く逆に、「実在が一なるまま、自己の内部で垂直に多へと自己分裂・
自己展開し、それによって初めて実在が真に実在となること」、端的に言えば「真に実在すること」である。この
ような自己否定＝自己展開（西田はこれを「純粋経験の自発自展」と呼ぶ）は実在の不可欠な構造契機なのである。
これは、仏教（とくに華厳）で「一即多」と表現される事態であるが、この「即」が、同じ平面での連続的結合
ではなく、一そのものの垂直の自己否定であること、そしてこの否定が、実在そのものの自己否定であるとともに、
自己（意識）の自己否定でもある点が重要であるが、これは次の段階の「自覚」において詳細に論じられる⑸。

２ ．「反省」と「自覚」：フィヒテの反省哲学との対決

 「純粋経験」はベルクソンの「持続の直観」を手引きとして、そこから実在のあり方である「刹那」へと遡り、
それが「一即多」（「純粋経験（一）」の､ 無媒介の（即）創造的自発自展（多））の構造を持つことを明らかにした。

 この事態（一なる実在の内的自発自展）をさらに、今度は「直観」ではなく、近代の「自己意識」の反省理論と
の対決において、それを手引きとし、そこから遡行することで明らかにし、論理化するために参照される哲学が、フィ
ヒテの反省哲学である。フィヒテの、自己意識の理論的な反省に先だって「実践的な意志において自己が自己に留
まりつつ同じ自己を振り返る」という「事行（Tathandlung）」の考えは、「同じもの（一）が同じもの（一）の内
部に留まりつつ、垂直方向に自己差異化（多様化）する」という純粋経験の構造に極めて近いものである。

 また、フィヒテの事行は、デカルトからカントによって整備された近代主観性の反省理論をその根底にまで遡っ
て基礎づけるために、「自己意識（二）」の根底をなす「存在（一）」にまで遡ってそこに自己意識の原型を探り、
実在と自我の深い関係を明らかにしようとするものである。それは、西田が純粋経験に非連続的に飛躍してそこか
ら行っている作業を、逆方向で、あくまでも自己意識の方から遡るという形で行おうとするものである。

 しかし、その見かけ上の一致にもかかわらず、純粋経験から見るなら、フィヒテの事行もなお（あるいはすで
に）反省の原初形態として､ 自我と非我との、最小限であっても或る二元性/分裂を内にはらんでいると考えられ
る。自己意識からその根底に遡るだけの方法では、二から一への飛躍を論理化することができない。この考え方だ
と、一が二として分裂する（自己差異化する）時、厳密に一そのものが「即」二なのではなく、二は一とは異なる
原理として、一の外から持ち込まれたものである。これが、フィヒテの反省理論がなお実在の論理ではなく、対象
化する表象の論理に捕らわれていることを示している⑹。

 しかし、西田の実在（純粋経験）の論理からすれば、純粋経験は事行よりもさらに深い、地平的・対象化的な二
元的分離を内に含む事行や反省には決して入ってこない、厳密に一なる「実在そのもの」の自ずからなる顕現であ
る。しかもその「一」は、いかなる分裂も入れることのない実体ではなく、「自己差異化することにおいて一であ
る」という弁証法的構造を持っている。ただその自己分裂/自己差異化が、反省やその原型たる事行のように時間
化された（或いはその方向性を持った）地平方向で起こるのではなく、実在そのものたる純粋経験の根底に、垂直
方向で起きているのである。これは、先に純粋経験に関して見たように、時間化（地平方向への分裂）される以前
の「刹那」においてのみ生じる出来事であり、仏教で「一即多」と呼ばれる事態である。西田は、この垂直の自己
差異化の原出来事を、それが自己意識のようにすでに対象化された次元においてではなく、逆にあくまでもその根
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底へと自己否定してゆく限りでの意識において生じることに重点を置いて、「自覚」と表現し、その機能を「映す」
ことに見てゆく。

 この事態を、西田は次のように表現する。

「①自己が②自己の＜内に＞③自己を映す」。

 ここで、三つの自己はみな「同じ」自己であり、自己の「内在」においてある。その「内在」が②の「自己の内
に」で表現されているが、これは地平的に（水平方向に）「外」､「超越」に対立する意識（自己意識）の内在では
なく、それらを内に包む実在そのもののことであり、スピノザ的な「一なる実在には外部がない」という意味での

「内在」なのである。

 それは、自己意識の内在が成立する以前に、それを垂直に突き抜けたところ、西田の言葉を使えば「ノエシスの底」
に開ける（或いは常にすでに開かれている）場所である。その場所において「自己が自己を映す」とは、「意識す
る自己が、それと区別された意識される自己を対象化的に構成する」という自己意識の表象の構造ではなく、あく
までも同じ一つの実在の内部（②）で、その二つの契機として①「映す自己」と③「映される自己」が､ 鏡に自己
自身を映すように垂直に差異化することであり、それこそがまさしく実在することに他ならない。

 このように、純粋経験の見地からすれば、実在は、「一でありつつしかもその内部で映像として多へと自己分裂
することによってのみ一なる実在」である。これはすでに『善の研究』において「純粋経験の自発自展」として語
られていたことだが、それが、その自己差異化（即ち「実在すること」）において不可欠の契機として「自己が自
己を映す」こと（対象を構成する自己意識ではなく、ひたすら映す「鏡」としての意識）に力点を置いて語られた
のが「自覚」である。この、実在の二への分裂の側面は、一なる実在を端的に提示することに眼目があった「純粋
経験」においては、語られてはいてもその論理が十分に明らかになっていなかった。それが、「自覚」において「映
す」という論理として解明されたのである。

 このように、「自覚」は､ 視点の違いによって二つの側面を持つ。①実在が、自己意識による対象化、表象から
解放されて、＜自ずから＞生起すること。②意識が、対象化的に表象する自己意識の状態から、「実在がそこに於
いて垂直に自己差異化＝映像化する、実在の中の場所（上の引用の②「自己の内」）」として目覚めること。この二
つがひとつのプロセスとなって初めて実在が自覚して真の実在となるのである。

３ ．「判断」と「場所」：アリストテレスとの対決

 フィヒテを手引きとして近代の自己意識の反省理論からその（ノエシスの）底へと突破し、そこで実在そのもの
の自覚（純粋経験の自発自展・自己内自己映像化）に到った西田は、次いで、自己意識よりもさらに根本的な、思
惟の根本形式としてのアリストテレスの判断論に移行し、これを同じように脱構築する。そこでは、「実在がその
自覚において実在そのものを内側から＜映す/映される＞こと」が、「階層的な複数の場所に＜於いてある＞こと」
として､ 実在経験（純粋経験）のより精緻な論理化から捉え直される。「於いてある」ことは、「映される」ことよ
りもさらに実在そのものの、いかなる外的な要因にも条件付けられることのない「端的な生起」（自ずからなる/自
己展開ということ）に相応しい論理である。実在は、「映される」以前に、ただ単に或る場所に「於いてある」。そ
れによって、自覚の論理では説明できなかった経験と知識の階層性が説明されるようになる。また、それによって
さらに、判断による知識の成立（認識論）を、実在そのものの生起（形而上学）から連続的に説明できるようになる。
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⑴主語/基体論理から述語論理へ

 アリストテレス判断論の特徴のひとつは、それが「主語/基体論理」であることである。「主語になって述語にな
らない」「基体」がまず判断の基礎に実体としてあり、それが主語となって、それを種々の述語が限定して知が成
立する。これが「SはPである」という判断の基本形で表現される。

 西田の純粋経験からすれば、これは「実在そのものの構造」ではなく、すでに対象化された平面に映されたもの
であり、実在から切り離された「表象の構造」に過ぎない。それは、近代の反省的認識論と同じように、形而上学
から分離された抽象的な認識論/知の理論である。

 これに対して西田は、判断を形式的判断からその底の純粋経験へと突破し、そこから「実在そのものの自覚」を
判断の原形態として捉え直そうとする。それによって、形而上学と認識論はいずれも同じひとつの実在の運動とし
て連続的に、統一的に捉えられるであろう。

 この突破は、主語論理から述語論理（包摂判断）への転換によって行われる。無限定の基体/主語が、それに対
して外的・偶然的な述語によって限定されるのではなく、逆に、まず「述語となって主語とならない」述語面があり、
それが主語を包摂する、すなわち「包む」と考えるのである。われわれは、何かを経験する時、判断以前に、述語
で表現される「性質」（赤い色や甘酸っぱい匂い）を先ず直接経験するのだが、その性質を、それを「持つ」とさ
れる基体/主語（「りんご」）を仮定して、それに後から仮託することで判断を形成する。これによって真の直接経
験は基体/主語に偶然に付随するものとして貶められる。ここから、直接経験である実在から遊離した対象化・表
象化的思惟が始まるのである。

 このように、主語判断に於いては、判断の定式は、現れているがままの質的な世界が主語を包摂した場合でも、
主語を中心として「SはPである」と表現されるが、それは実在の論理としては、本来は「SがP＜に於いてある＞」
と言われるべきである。或いは、PがSを「映す」のであり、SはPに「映される」だけで、Pの外に実体的に存在は
しない。或いは、現象学的に言えば、Sはその述語的経験に還元されて、その存在/非存在はエポケー（保留）され、
問題にならない。

 西田は、この「主語がそこに＜於いてある＞述語面」を、判断の場面からより一般化して「場所」と術語化する。
述語論理は「場所の論理」の一形態である。

⑵場所の階層性：形而上学と認識論の連続

 次に、この場所の論理は、実体を徹底して解体して、全てのものを「場所に於いてある」、もしくは場所に「映される」
実体なき映像の戯れへと還元することで、実在（形而上学）と多様な科学知（認識論）、さらに芸術、宗教などの
人間のあらゆる経験を、種々の場所の重なり合いとして連続的に捉え、さらには「一なる実在の自己限定」として

「体系的」に捉えることを可能にする⑺。

 日常的な生活世界の経験から理念的な科学知まで、対象知はすべて「有（存在者）の場所」に於いてあるもの、
或いはその場所の「自己限定」として説明される。したがって、ひとつのものが、多様な場所に於いてある（限定
される）ことにより、例えば物理学の対象にも生物学の対象にもなり、また学以前の日常的な経験の対象にもなり
うる。このように、場所の階層理論は、従来の実体的な認識論よりもはるかに柔軟な知識論を提供することができる。

 このような、対象を限定する「有（存在者）の場所」の根底には、それらの経験をすべて構成する（「映す」ひ
とつの様態）主体としての「意識」、従来の（とりわけカントの）認識論では「超越論的主観性」や「超越論的自我」
と言われる統覚の機能が働いているが、これは、場所の階層からすれば、「相対無の場所」と呼ばれる。それ自体
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は外的対象として構成されて「有（存在者）」となる（「映される」）ことなく、あらゆる「有（存在者）」を構成し
て成り立たせている（「映す」）意識ゆえに、それは「無」と言われるが、また、それはまだ実在そのものの働きで
はなく、なお自己意識構造を持ち、意識の内部で自己を構成するゆえに「相対」と言われるのである。

 かくして、この「相対無の場所」は、さらに底の究極の場所たる「絶対無の場所」、実在そのものの次元へと突破する。
この究極の場所は、もはやそれ自身はいかなる場所にも「於いてある」ことなく、したがっていかなる根拠も持た
ない真の無の次元であるゆえに、「そこに於いてある」ことによって何かが何かとして限定される（述語付けられ
る）のではなく、端的に実在するだけ、「元始偶然的」（九鬼周三）に「在る」だけである。それはより正確には「在
る（存在する）」とすら言えず、存在することにすら先だってただ単に「生起している」、「現れている」だけであり、
実体なき映像として無の上に「映っている」だけである⑻。そしてそれは、時間的持続も持たず、純粋経験の「刹
那」と同様、「前後裁断」（道元）に、その前後の位相に条件付けられることなく、厳密に「それ自身だけで」、「自
ずから」顕わになっている。このことは、この現象が、決して何らかの限定を受けて停止することなく、刹那毎に
絶えず自己を新たに、跳躍的に創造する無礙な「動き」であることを意味している。これこそが､ 西洋哲学がその
根本的な限界（対象化的・表象的論理）ゆえに顕わにすることができなかった実在そのものの真の姿なのである。

結論

 以上のように、西田は「純粋経験としての唯一の実在（東洋的なもの）が、その自発自展の一形態として、表象
された世界（西洋的なもの）をその根底から包む」という哲学的論理をもって「日本はいかに西洋近代を統合すべ
きか」という歴史的問題に一つの回答を与えたと考えた。しかし、序論でも述べたように、ここには重大な、そし
て意図的なカテゴリーミステイクがある。西田は、彼の哲学の中では本来哲学的・論理的な意味で使われる「東洋」「西
洋」の概念を安易に地理的・歴史的な意味と混同することでこの回答を行ったのである。これは政治的に大きな危
険をはらんでおり、実際に彼の哲学が太平洋戦争で利用される原因となった。

 そこで､西田を「東洋哲学」として評価するために、コルバンのメタ歴史的な「東洋/西洋」概念と井筒の構造的な「東
洋哲学」､「精神的東洋」の概念⑼を方法的に導入することが有益であろうと思われる。ここではもはや詳論するこ
とはできないが、西田の「東洋的なるもの」の論理は､ コルバンと井筒の「東洋」概念と極めて近いもの、と言う
よりも同じ次元を異なる方法で語ったものと考えることができる。西田にとって「西洋的なもの」とは、以上に述
べてきたように対象化・表象の論理であり、その根本は一般概念的な形相によって個体を限定することである。こ
れに対して西田が「形なきものの形を見る」と表現する東洋の論理は、いかなる形相による限定にも先立ち、存在
という限定にすら先立って、実在そのものが、「一即多」として自ずから湧出する出来事である。これは、井筒が
道元やイブン・アラビー、また華厳の「理事無礙/事事無礙」に即して示した「分節化Ⅱ」としての「東洋」⑽を、
いわば現象学的に、その体験の只中から語り出したものに他ならない。井筒は晩年、現象学に非常に強い興味を持っ
ていたと言われているが、彼の「東洋哲学」の構造論的方法は、西田の「現象学的方法」に補われることによって、
哲学的な深さを増したであろうし、西田の哲学は、井筒の方法を導入することによって、インドや中国のみならず、
歴史的関係を超えて、イスラームや新プラトン派などと比較することが可能になるであろう。

注

⑴  デリダの脱構築は、私見ではハイデガーの解体が依拠する「存在（論的差異）」よりもさらに深い次元から、「存在（論
的差異）」すらもかわして、より広やかな現象次元を開くものである。西田の言葉を使うなら、それは自己否定して存
在すらも「包む」のである。

⑵  その典型的な例は、西田最後の著作である『日本文化の問題』である。ここで彼は、実在の根本構造を表すものとして
彼の哲学の最終原理である「絶対無の場所」（後述）を、歴史上の「皇室」と同一視した。

⑶  西田幾多郎『善の研究』（岩波文庫版、1９５0年／1９８0年）、第一編第二章「実在」を参照。
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⑷  同上、13頁。第一編第一章「純粋経験」全体を参照。
⑸  アンリ・コルバンの言葉を使ってこの事態を説明するなら、実在の垂直の自己否定/自己差異化（一の多様化､ 一即多）

が、（ベルクソンの否定のように）誤って地平方向で誤解され、対象化され、表象された時、言い換えれば一と多を内
的に結ぶ「即」が忘却された時、一方で「一に執する偶像崇拝」が、他方で「多に執する偶像崇拝」が発生する。コル
バンはこの仮象をスフラワルディーの「天使学」によって解決するが、それは西田で言えば「一なる実在の垂直の自
己否定/自己差異化」､ 一が一に留まりつつ内的に自己多様化することである。Cf.Nécessité de l’angélologie, in : Henry 
Corbin : Le paradoxe du monothéisme, L’Herne, 1９８1.

⑹  ただし、この点は、フィヒテの後期知識学まで視野に入れてより詳細な検討が必要である。この点に関して、新田義弘
の仕事が重要である。

⑺  ここでは、もちろんヘーゲルの体系が意識されている。西田はそれを実在の直接経験から脱構築するのである。したがっ
て、ここで問題なのは概念の運動としての弁証法ではなく、それを非実在的な表象（＝「西洋」）としてその垂直の底
に突き破った実在（＝「東洋」）即ち純粋経験の自己展開としての弁証法である。

⑻  これが、注⑴で、西田の「包む」という事態がハイデガーの「解体」よりもデリダの「脱構築」に近いと言った理由である。
⑼  とりわけ『意識と本質』（岩波文庫、1９９1年）において。
⑽ 「事事無礙・理理無礙」、『井筒俊彦著作集 ９ 東洋哲学』（中央公論新社、1９９2年）。
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はじめに

 仏教的共生は可能であろうか。可能であるとすればいかなる思想基盤に基づくのか。筆者は拙稿1にて、共生
概念の大まかな変遷をたどり、仏教的共生の思想基盤の一つとして、「捨

しゃ

」が挙げられるのではないかと提起した。
本発表では、初期仏教における共生思想の可能性を探りたいと思う。
 ここで取り上げるのは経典のうちでも最古に属するとされるSuttanipātaとDhammapadaである。取り上げるの
は二つのみであり、また、翻訳も先学の訳に従うが、その中から、釈尊の教えの要点を抜き出してみようという野
心的な心構えも筆者にはある。この両経から伺える仏教の基本的立場をその典拠とともに箇条書きにし、その中で、
共生ということが初期仏教においてどのような位置を占めるのかについて考えてみたい。

1 ．初期仏教の教え

・仏教は、表面的・刹那的な事象ではなく、ものごとの結果や本質を見据える。
・ものごとの結果や本質は、無常・苦である。
    Sn, 33, 34 （悪魔）「子ある者は子について喜び、また牛のある者は牛について喜ぶ。人間の執著するもとの

ものは喜びである。執著するもとのもののない人は、実に喜ぶことがない。」
    （仏陀）「子ある者は子について憂い、また牛のある者は牛について憂う。実に人間の憂いは執著するもとのも

のである。執著するもとのもののない人は、憂うることがない。」
    Sn, 203 ＜かの死んだ身も、この生きた身のごとくであった。この生きた身も、かの死んだ身のごとくにな

るであろう＞と、内面的にも外面的にも身体に対する欲を離れるべきである。
    Sn, 804 ああ短いかな、人の生命よ。百歳に達せずして死す。たといそれよりも長く生きたとしても、また

老衰のために死ぬ。
    Sn, 762 他の人々が「安楽」であると称するものを、諸々の聖者は「苦しみ」であると言う。他の人々が「苦

しみ」であると称するものを、諸々の聖者は「安楽」であると知る。
・  それは避け得ないことであるので、それ自身ではなく（たとえば永遠の命を望むなど）、それに向き合う心的態

度を変えねばならない。
  Sn, 204 この世において愛欲を離れ、智慧ある修行者は、不死・平安・不滅なるニルヴァーナの境地に達した。
    Sn, 805 人々は「わがものである」と執著した物のために悲しむ。〔自己の〕所有しているものは常住ではな

いからである。この世のものはただ変滅するものである、と見て、在家にとどまっていてはならない。
    Sn, 809 わがものとして執著したものを貪り求める人々は、憂いと悲しみと慳みとを捨てることがない。そ

れ故に諸々の聖者は、所有を捨てて行って安穏を見たのである。
・それは自分で行う必要がある。
    Dhp, 165 みずから悪をなすならば、みずから汚れ、みずから悪をなさないならば、みずから浄まる。浄いの

初期仏典に学ぶ共生の智慧
─スッタニパータとダンマパダより─

堀内　俊郎
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も浄くないのも、各自のことがらである。人は他人を浄めることができない。
・  無常・苦の世の中で最終的な安穏の境地は、解脱、つまり、煩悩や執着が消えて、再びこの世に戻ってこないこ

とである。
    Sn, 1086 「ヘーマカよ。この世において見たり聞いたり考えたり識別した快美な事物に対する欲望や貪りを

除き去ることが、不滅のニルヴァーナの境地である。」
・仏教は執着を完全に離れることを説くが、それは「無我」に基づく。
    Dhp, 62 「わたしには子がある。わたしには財がある」と思って、愚かな者は悩む。しかしすでに自己が自分

のものではない。ましてどうして子が自分のものであろうか。どうして財が自分のものであろうか。
・解脱のためには出家が必要である。
  （上掲のSn, 805を参照。）
・ただ、在家者には在家の道がある。その在家者の目標は生天（天界に生まれること）にとどまる。
    Sn, 188 信仰あり在家の生活を営む人に、誠実、真理、堅固、施与というこれら四種の徳があれば、かれは

来世に至って憂えることがない。
・  （まとめ）：行為とその結果（特に死後）に関して四つのパターンがある。（ 1 ）輪廻再生を繰り返す、（ 2 ）悪を

行い地獄に堕ちる、（ 3 ）善を行い生天する（天における生活は永久のものではないが）、（ 4 ）解脱する（もは
や迷いの再生を繰り返さない）。

    Dhp, 126 或る人々は〔人の〕胎に入り、悪をなした者どもは地獄に堕ち、行いの良い人々は天におもむき、
汚れの無い人々は全き安らぎに入る。

2 ．初期仏教における共生

 以上が仏教の基本的態度であるとして、そのなかから、「共生」、「多文化共生」ということはどのような位置づ
けを持つであろうか。仏教では徳目や修行法は多く説かれる。以下ではそのうち、共生に関するものを取り上げたい。
・出家者は悟りに至るために、俗世の喧騒を離れ独り居することが勧められた。
・  たしかに愚かな者ではなく、賢者と交わるのはむしろ勧められる（ここで賢者とは賢い人一般ではなく、悟りを

求める者）。しかし、そのような賢者がいなければ、その場合は独り居が勧められる。
    Sn, 45-47 （cf. Dhp, 328, 329, 61） もしも汝が、＜賢明で協同し行儀正しい明敏な同伴者＞を得たならば、あ

らゆる危難にうち勝ち、こころ喜び、気をおちつかせて、かれとともに歩め。
    しかしもしも汝が、＜賢明で協同し行儀正しい明敏な同伴者＞を得ないならば、譬えば王が征服した国を捨て

去るようにして、犀の角のようにただ独り歩め。
    われらは実に朋友を得る幸を讃め称える。自分よりも勝れあるいは等しい朋友には、親しみ近づくべきである。

このような朋友を得ることができなければ、罪過のない生活を楽しんで、犀の角のようにただ独り歩め。
    Dhp, 76 〔おのが〕罪過を指摘し過を告げてくれる聡明な人に会ったならば、その賢い人につき従え。－隠し

てある財宝のありかを告げてくれる人につき従うように。
    Dhp, 61 旅に出て、もしも自分よりもすぐれた者か、または自分にひとしい者に出会わなかったなら、むし

ろきっぱりと独りで行け。愚かな者を道伴れにしてはならぬ。
・さらに、多文化の共生ということについて言えば、「論争の超越」が、共生の智慧として挙げられる。
    Dhp,  6  「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟をしよう。－このことわりを他の人々は知っ

ていない。しかし、このことわりを知る人々があれば、争いはしずまる。
    Sn, 878 〔世の学者たちは〕めいめいの見解に固執して、互いに異なった執見をいだいて争い、〔みずから真

理への〕熟達者であると称して、さまざまに論ずる。
    Sn, 895-6 これらの偏見を固執して、「これのみが真理である」と宣説する人々、－かれらはすべて他人から

の非難を招く。また、それについて〔一部の人々から〕称讃を博するとである。
    〔たとい称讃を得たとしても〕それは僅かなものであって、平安を得ることはできない。論争の結果は〔称讃
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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。

・  ただ、「多文化」の共生ということについていえば、論争を超越して、多文化共生がなしうるか。一つの方途を
初期仏典に探るとすれば、それは、その人の言葉ではなくその行いを見ること、形而上学的な観点から無理矢理
に共生を求めるのではなく、行いにおいて他人を害さない範囲で共存する、ということが挙げられよう（これに
関連して、golden rule（黄金律）に対するsilver ruleということが想起されるべきである）。

    Dhp, 19 たとえためになることを数多く語るにしても、それを実行しないならば、その人は怠っているので
ある。─牛飼いが他人の牛を数えているように。かれは修行者の部類には入らない。

    Dhp, 131 すべての者は暴力におびえる。すべての〔生きもの〕にとって生命は愛しい。己が身にひきくらべ
て、殺してはならぬ。殺さしめてはならぬ。

略号・文献（引用中、カッコの表記を、（）から〔〕改変したところがある）：
Sn：『ブッダのことば スッタニパータ』中村元訳、岩波文庫、1958年。
Dhp：『ブッダの真理のことば 感興のことば』中村元訳、岩波文庫、1978年。

註

1   「仏教における共生の基盤の可能性としての『捨（upekṣā）』」（『国際哲学研究』 1 号、2012年、pp. 129-135）。また、「『釈
軌論』第 2 章経節（62）─（63）訳注─多文化共生の基盤の構築に向けての『法を説き聞き・法を聞く説く』こと─」（『国
際哲学研究』 2 号、2013年、pp. 153-164）も参照。
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論文

Ⅰ

 日本の近代化が本格的に始まったのは、言うまでもなく明治維新以降である。新政府の指導者たちは、西洋列強
のアジア進出に対して、日本の独立と安全を維持するために早急に国内体制を整備し、「富国強兵」をはかる必要
に迫られ、そのためには西洋近代文明を積極的に取り入れることが急務であると考え、一連の「文明開化」政策を
急速に展開させていった。この時期に政府主導の文明開化政策に共鳴し、民間からこれを推進する役割を演じたの
が、西周（1829－1897）、津田真道（1829－1902）らを含む「明六社」に結集した洋学者たちであった。西と津田は
オランダに約 2 年間留学し、ライデン大学の経済学教授、S・フィッセリング（Simon Vissering 1818－1888）から「性
法学」「万国公法学」「国法学」「経済学」「政表学」のいわゆる「五科」の学を学ぶ一方、当時のオランダ思想界を
はじめ、ヨーロッパ各地において一世を風靡していたイギリスのミル（J.S.Mill 1773－1836）の功利主義、およびフ
ランスのコント（A.Comte 1798－1857）の実証主義に関心を寄せ、その哲学思想の摂取に努め、帰国後それを日本
に紹介するが、それらは実学を志向する日本の近代化にとっては極めて時宜にかなった学問であった。西、津田を
はじめ、福沢諭吉（1834－1901）、加藤弘之（1836－1916）ら「明六社」に結集した洋学者たちは、日本人の生活と
思惟の方式を近代化していくための思想的な拠点を求めて、西洋近代の実証主義や功利主義哲学に着目し、その移
植を図ったのである。なかでも近代的な人間観・社会観を理解する上で、あるいは民権運動の思想的拠り所として
多く読まれたのはミルの著作であり、明治 4 年（1871）に刊行された中村敬宇（1832－1891）訳の『自由の理』は
広く江湖に迎え入れられ、個人の自由・権利の観念の普及に大きな役割を演じた。しかし明治10年代に入ると、ミ
ルに代わってスペンサー（H.Spencer 1820－1903）の「社会的ダーウィニズム」に関する著作の紹介・導入が盛んに
なり、数多くの翻訳が刊行された。なかでも松島剛訳『社会平和論』は板垣退助（1837－1919）によって「自由民
権の教科書」とまで謳われ、競って読まれた。
 ところが、明治10年代中葉以降、明治政府の絶対主義が確立されていくにつれて、ヨーロッパにおける後進国ド
イツの新興資本主義国としての姿が注目されるようになる。明治14年（1881）11月、時の参事院議員であった井上
毅（1844－1895）は、ややもすれば反政府的言動をも引き起こしかねない英・仏系の思想に基づく自由民権運動を
制圧するための諸方策を進言しているが、彼が提言したのは、新聞を誘導して官学機構を強化し、漢学を勧めて「忠
愛恭順ノ道」を教え、それとともに「独乙学」を奨励して革命思想の温床たる英仏学の勢力を挫くべし、というこ
とであった。ドイツはヨーロッパ諸国の中でも「王室」に基づく政府であり、ドイツ学を奨励すれば、保守的な気
風を培うのに役立とうというのである。以後の政府の施政は、自由民権運動との対抗上、ほぼこの線上に推し進め
られていった。そして明治中期におけるアカデミー哲学も、この英仏学からドイツ学への転向とともに形成される
ことになった。

Ⅱ

 ところで、明治期における西洋近代の哲学思想の受容は、これまで伝統的に培われてきたわが国の学問・思想の

明治期アカデミー哲学とその系譜
─本体的一元論と有機体の哲学─

井上　克人
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あり方に根本的な反省を促すものとなった。その当時の日本の人々の生活形態や思考様式のなかに最も直接的な体
験としてあったのは何と言っても徳川期以来の儒教的素養であったと言っても過言ではない。明治初年に生まれた
知識人の世代が文字を覚え知識欲に目覚めた時、彼らの身の回りにあったのは主に漢籍であり、それによって自ら
の好奇心を満たすことが彼らの学問的出発点であった。明治期において儒教的倫理の伝統がどのような意味を担っ
ていたかは、例えば山路愛山（1864－1917）の「余は儒教の教理を捨てたり、されど人道と天道とを結合し、道義
感情の基礎を不易の位置に据えたる儒教の甘味に至っては遂に全く忘るゝ能わざる所なりき」［『現代日本教会史
論』］という言葉からも窺い知ることができる 1 。
 では、こうした伝統に育まれた近代日本の哲学者たちは、西洋独自の学問的所産としての近代哲学をどのように
受容し、またそれと格闘したのであろうか。
 古代ギリシアに始まる西洋哲学は、その体系性に根本的特色がある。つまりすべての知識の源泉として究極的原
理にまで遡り、そこから一切の体系を構築するのである。したがって哲学は第一の究極的原理の探求と、それによっ
てすべての知識を組織する方法の探究を根本的課題としていた。こうした「哲学」が西欧の古典的な学問の理念で
あった。ところが近代科学の成立は、このような学問の古典的理念に対する革命であったと言ってよい。近代科学
は究極的原理を前提にして論証する、いわゆる演繹的方法は取らず、どこまでも経験的事実に即して、実験・検証
を旨とする帰納法を学問的特色とする。わが国の「洋学」もまさにこうした意味での「経験科学」であった。そし
て明治初頭に移植された「哲学」もこうした西欧の近代哲学であり、科学革命以降の哲学であった。この「近代」
を特色づける基本的な特徴は、一言でいえば「分離的思考」であると言えよう。第一には人間と自然との間の分離
こそ近代を特徴づけるものであり、ここに近世における「科学」が成立したのである。近世以降の世界は科学技術
の文化によって最もよく特色づけられる。しかもこうした客観的・機械的自然の発見と同時に、それと相即するか
たちで見出された認識主体は、人間的価値の自覚、また普遍的自我ないし精神の発見でもあった。つまり主観と客
観を峻別し、外界の法則は認識主観によって構築されるとする思惟方法であり、明治以後、西洋思想と接触するに
いたって初めて日本人が対面させられた画期的な見方であった。
 ところがわが国の徳川期からの思想的伝統の一つである儒教思想の根幹となった宋学は、『論語』、『孟子』、『大
学』、『中庸』のいわゆる四書を基礎とした実践倫理を強調しつつ、その根底には人間と天地自然を同一原理によっ
て結合し、更に倫理の根拠を天地自然のうちに求めようとする発想（「天地一体の仁」）が著しい特徴として見られ
る。したがって人間の倫理的課題は、私意・私欲を払拭して天地と一体化するところに求められるのである。こう
した、人間を悠久なる天地自然のうちに包容しようとする儒教的伝統は、主観と客観とを峻別し、世界を認識主体
に従属させる西洋の近代認識論とは対極をなすものであった。

Ⅲ

 そんな中、明治25年12月から翌年 2 月にかけて、中島力造（1858－1918）が『哲学雑誌』上に「英国新カント學
派に就て」と題してT. H.グリーン（Thomas Hill Green, 1836－1883）の『倫理学序説』［Prolegomena to Ethics］
を紹介し、「智識論」と「倫理説」について論述して以後、グリーンの「自我実現説」は思想界の一種の流行となっ
ていった。それは、渡辺和靖氏の指摘によれば、特に儒教倫理の文脈において論じられ、理解されたようである。
井上哲次郎（1855－1944）は明治39年刊の『日本朱子学派之哲学』の「序」で、「朱子学派の道徳主義」は「英国の
新韓図派グリーンミュルヘッド諸氏の言ふ所と往々符節を合するが如し」と論じ、同じく漢学者小柳司気太（1870
－1940）は、明治38年10月『哲学雑誌』所載の「自我実現説と儒教の倫理」において、自我実現説は「宋儒学等が
太極説を立て吾人の精神も此太極の作用に外ならざることを論ずるに似たり」（21巻224号、242頁）としている 2 。
 事実グリーンの所説は、儒教的伝統の内に育った人々にとって、極めて馴染みやすいものであった。彼の『プロ
レゴーメナ』に一貫しているのは、その強烈な人格意識であり、「自我の実現（self-development）」がその基調となっ
ている。グリーンはカント、ヘーゲル等のドイツ理想主義哲学を研究し、やがてイギリスの新ヘーゲル主義を代表
する人物となった。彼は、すべての現象から超越した精神的原理を想定し、実在の世界はこの原理によって貫かれ
ていると考え、そこから独自の「自己実現説」を唱える。すなわちグリーンによれば、人間精神は本来宇宙の超越
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的精神原理の発現にほかならないのだが、それは各個人の意識において経験の統一が実現されていてこそ発現する
のであって、このように個我が絶対精神の発現としての統一に達するとき、自己ははじめて真の自己となるのであ
り、この統一の接近が人格であり、真の自己の実現が自己の善であるとともにまた公共の善でもあるとするのであ
る。こうしたグリーンの考えは「性即理」を標榜し、「本然の性」への「復初」を提唱する宋学的倫理ときわめて
類似していることは明らかであり、また自己実現が同時に公共の善となるといった発想は『大学』の条目にある「修
身斉家治国平天下」、つまり個人の持敬精神（修己）がつまるところ公共の世界への倫理的責任感（治人）に通じ
るとする基本的考えと類似している。
 さらに明治30年代以降になると、カント、フィヒテに代表されるドイツ観念論の流れをくむ人格主義・理想主義
的倫理学の導入と紹介が盛んに行われた。これは倫理的な「人格」としての個人の自覚を促す契機となったものだが、
この時期、その形而上学的基礎付けをめぐって、イギリス流の「人格的唯心論」者（吉田静致）とドイツ流の「絶
対的唯心論」者（北沢定吉、紀平正美）との間で論争が行われた。朝永三十郎（1871－1951）は明治42年（1909）「人
格哲学雑感」の中で、このような問題の哲学史的意義をさぐり、明治の哲学の採るべき方向を論じている 3 。その
中で彼は哲学のタイプを「人格本位の哲学とこれに対する絶対論および自然論の哲学」の三つに分類し、それぞれ
に「民族的配布」が可能であることを示している。つまり英米の人格本位の哲学は「個人精神に形而上学的価値を
与えんとしたもの」であり、ドイツの絶対論（唯心論・汎神論）は「超人格的または没人格的の傾向」を持ち、フ
ランスの自然論は感覚論、快楽論、決定論、唯物論の傾向を持っていて、それぞれの思想は他の国に入ることによっ
てその国の傾向に類化せられると判定する。ところで立憲政体となり、自治制を採用したわが国にとっては「人格
本位的思想の輸入せらることは大いに意味あること」ではあるが、「わがくに本来の思想はいうまでもなく、善き
意味においてまた悪き意味において大体超人格的または没人格的」であり、「仏教の没我中心の思想は冥々のうち
に広くかつ深く人心を支配している。しかして封建時代の余風としてもまた『普遍』本位の習慣がなお余勢をたく
ましうしている」と指摘する。そこで朝永は「人格的唯心論がわが国に入って何らかの程度において超人格化また
は没人格化せられるであろう」という見通しを立てたのである。
 朝永の予測どおり、それ以降、わが国の伝統である仏教や宋学を媒介にしてドイツ哲学を解釈した例は多い。井
上哲次郎の「現象即実在論」、井上圓了（1858－1919）の「真如物心の相即論」、更に超人格的絶対者との合一によ
る自我の解脱を説いた清澤満之（1863－1903）の「精神主義」、綱島梁川（1873－1907）の「予が見神の実験」（明治
38年）に見られる宗教的法悦の思想などがそうである。更にはロマン主義的傾向をもつ三宅雪嶺（1860－1945）が
登場し、雄大な形而上学的思弁を弄した『宇宙』などが公刊されるが、こうしたいわば真の実在を自他不二の生け
る統一的全体として捉える見方を橋本峰雄氏はいみじくも「有機体の哲学」と名づけている 4 。

Ⅳ

 ところで、有機体（Organismus）または有機的なもの（das Organische）とは何か。『広辞苑』（第五版）によると、
「多くの部分が一つに組織され、その各部分が一定の目的の下に統一され、部分と全体とが必然的関係を有するもの」
ということだが、敷衍して言えば、それぞれ異なる作用をもつ種々の部分が一なる原理によって統一せられて成立
する生きた全体を謂う。有機体においてはその各部分は単に雑然と互いに外面的な偶然的関係において寄り集まっ
ているのではない。それらは全体に対し又その他のあらゆる部分に対して一定の内面的な必然的関係を有するので
ある。そうして全体を統一する一原理は外から与えられずにそれ自身の中に存在するのである。有機体のよい例は
生物であろう。更にまた国家、社会（社会有機体説）、歴史、宇宙等の統一体にも適用される 5 。
 また、ヘーゲルは『精神現象学』において、有機体について大略次のように述べている 6 。すなわち有機体とは「他
者に関係しながら自分自身を維持していく存在」であるという。つまりそれは、つねに他者と関係しながら、しか
もたえず自己還帰し、自己を維持していく存在なのであって、それは自己目的として存在するのである。有機体に
おいては、目的が内在し、そのすべての活動、そのすべての過程が目的を実現していく過程なのである。そしてそ
れは、他者と関係しながら、自己還帰し、そのことを通じて自己の目的を実現していくのであり、それゆえそれは
他者なしには存在しえない。他者との関係そのものが内的・本質的であって、原因と結果の関係も、このように他
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者と関係しつつ、自己の目的を実現していく過程に包摂され、その一契機としてあることになる、と。ところが機
械論の立場に立てば、個体はそれ自体としてまず存在し、他者との関係は外的な因果関係としてあらわれる。ここ
には目的は内在せず、もっぱら外から与えられるにすぎない。つまり非有機的な機械的自然観がもつ分割可能な外
面的偶然的統一に対して、有機体的自然観に立てば、自然は、ゲーテが『ファウスト』のなかでいみじくも表現し
ているように、「一々の物が全体に気息を通じて物と物とが相互に諧調をなしてそれぞれ交感しあっている」ので
ある。彼の形態学によれば、すべて生けるものは原型とそのメタモルフォーゼによって自己を形成し、それ自体で
差異化しつつ同一性を保っている。つまり自然のなかに内面的必然的統一があって、それは合目的的な性格を持っ
ているのである。
 ここでいう有機体の目的とは「生命」にほかならない。「生命」においてこそ、特殊的なるものと普遍的なるもの、
有限なるものと無限なるものが相互に包摂され統一されていくのであり、それゆえにそのひとつひとつの部分、ひ
とつひとつの過程に意味が与えられる。自然を個別的な物体の因果法則によってのみ把握する機械的自然観は自然
の実相を示すことはできない。それは自然のもつ有機的連関を破壊するものでしかない。
 しかるに、「生命」に貫かれた有機的・生態的自然は、決して認識主観が対象的に把握する客観的自然ではない。
むしろ個人個人がいつもそこにおいてあり、いわばそこに投げ出され、包み込まれている〈場所〉であろう。西欧
近代の機械的自然観は、そうした自然を認識主観に対して対置される対象とみなし、無機的な死せる物質と捉え、
科学技術で加工可能な素材として取り扱うようになってきた。それは、言うなれば、生ける本源的自然の忘却であ
ろう。
 さて、話を戻そう。ドイツ観念論が詳細に紹介されたのは、明治20年以後だが、ただ、これら観念論の受容は、
神秘的、宗教的な側面から捉えられつつも、ヨーロッパの科学理論にその支柱を見出そうとしている点に当時の哲
学界の特異な側面がある。この領域で最も活躍したのは上記の井上哲次郎および井上圓了である。彼等の哲学の基
本的特質は、現象の奥に「実在」、「真如」と呼ばれる確固不動の形而上学的絶対者を認め、とくに井上哲次郎の場
合は自然科学におけるエネルギー論を利用しつつ論じたことある。その科学理論はともかくとして、彼らの哲学的
立場は、一言で言えば「現象即実在論」にあった。すなわち「実在」は現象の背後にあるものではなく、現象の只
中に内在するという考えである。これは大乗仏教思想の根幹をなす「本体的一元論」、すなわち外に超越者を想定

4 4 4 4 4 4 4 4

しない
4 4 4

思考様式である。後述する重要な仏教論書『大乗起信論』のいわゆる「万法是真如真如是万法」という定式
がこのことを表現している。
 井上哲次郎の哲学的立場は「円融実在論」とも称される。「円融」という語は天台教学でいう「円融相即」なる
言葉に由来する。この考えは『哲学雑誌』の第十二巻に発表されているが、彼の理論的立場は既に、明治16年の自
由民権運動の最も盛んであった時期に著わされた『倫理新説』の中に示されている。そこでは、「万有成立」、「勢力」

（エネルギー）が世界の現象の背後に潜むものとして主張され、この「勢力の趨向」に順応することが「倫理の大体」
であるという説明がなされている。しかし、この「勢力」ないし「実在」は現象の背後にあるものではなく、現象
の只中に内在する。これはいわば「東洋的汎神論」、すなわち仏教を「哲学化」したものにほかならない。彼が強
調してやまない「万有成立」、「勢力」、「実在」といったものがそもそも何を意味しているかを知るためには、次の
言葉が参考になろう。「嗚呼方今万有成立ヲ奉ジテ一統宗ノ基址ヲ興ス者ハ果シテ誰ゾヤ。蓋シ此空間ノ如キ、此
ノ時間ノ如キ、此勢力ノ如キ、皆万有成立ノ含意表識ニ過ギズ。而シテ我ハ唯我ガ眼前ニ隠顕スル現象ニ由リテ万
有成立アル事ヲ信ジ、万有成立ハジツニ人智ヲ以テ測リ知ルベカラザルヲ以テ我之ヲ畏レ、之ヲ神トシ、之ヲ敬シ、
之ヲ拝ス。7 」
 仏教では、「差別」的世界を根底から統一するものとして「真如」があり、しかもこの「真如」は一切の現象の
中に具現している。しかし、井上によれば、電子のようなものが「実在」だとし、「実在」の存在を科学的にも証
明しようとして、甚だしい牽強付会を犯していることも否めない。またこの「実在」が認識の対象ではなくて、い
わば直覚されるものであると説かれる点から見れば、それは仏教的な色彩がきわめて濃厚である。
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Ⅴ

 さて、井上のこのような仏教的な「円融実在論」の考えに影響を与えたのは、彼が師と仰ぐ原坦山（1819－1892）
であり、東京大学の「仏書講義」のテキストとして選ばれた『大乗起信論』の哲理であった。つまり「現象即実在
論」は、坦山の教え子たちである井上哲次郎、井上圓了、清澤満之、三宅雪嶺（1860－1945）らによって主張され
た一定の形而上学、超越論的実在論〔Transzendentaler Realismus〕に付された総称なのである。坦山は仏教の根
本教義に含まれる哲学的内容を西洋哲学と比較対照することによって、「仏教」を「心性哲学」ないし「印度哲学」
と見なして考究する道を開拓した。新しい西洋哲学に心酔した若者たちも、アジア極東のこの日本にも昔から、西
洋哲学に比して勝るとも劣らぬ独自の哲学体系があったことを再認識し、その東洋的思考内容を西洋哲学的概念構
造に翻案するように促されたのであり、その結果、彼らは「現象即実在論」と後に呼ばれる哲学的立場を出現させ
たのである。
 明治10年、東京大学が開設されるや、当時の東京大学文科大学聡理であり、また哲学好きであった加藤弘之（1836
－1916）は原坦山（1819－1892）を訪ね、東京大学で新たに開講する「仏書講義」の初代講師となるように要請した 8 。
こうして坦山は明治12年11月から東京大学文学部の選択科目として「仏書講義」を担当するようになる。坦山は大
学当局に次のような年次報告書を認めている。「…余明治十二年十一月ヨリ十四年六月ニ至ルマテ総理閣下ノ顧命
ニ依テ本校ニ於テ仏教ノ経論三部ヲ講ス即チ円覚経、起信論、百法明門論題解是レナリ、而シテ同年（明治十五年）
九月ニ至テ仏教ヲ以テ印度哲学ト号シ文学部正科ニ加ヘラル是レ仏教ヲ以テ大学ノ正科ニ入ルノ権与ニシテ本校ヲ
奉スル者自他共ニ喜躍スル所ナリ而シテ余ノ担任スル学科書ヲ二部ト定ム即チ輔教編、維摩経是ナリ（以下略）9 」
彼の『大乗起信論』の講義は、当時の学生に「真如実相」をドイツ観念論の形而上学と結合して考えることを教え
た程、当時の仏教学説中では最も哲学的に進んだものであった。「仏書講義」という科目名は明治15年から「印度哲学」
と改められて現代に及ぶが、坦山は仏教を西洋的な意味での「宗教（religio）」、すなわち人格的な超越的絶対者と
の結合とは考えず、むしろ「印度哲学」ないしは「心性哲学」と見なすことによって、一なる衆生心の変容に応じ
た存在理解の様相を理解・解釈することを以て仏教の考究課題としたのである。したがって彼が最も好んでテキス
トとして採用したのは『大乗起信論』（以下『起信論』と略記）であったことは至極当然であったと言える。言う
までもなく、「現象即実在論」の提唱者たちは全員坦山の「仏書講義」（「印度哲学」）の授業に出席した学生たちで
あった。
 井上哲次郎は東京大学文学部一期生であり、明治13年（1880）に卒業している。彼は晩年に記した回顧録のなか
で学生時代の教員であった坦山について次のように語っている。「又面白いことには講師として原坦山といふ禅僧
が大学に来て、仏典（大乗起信論その他）を講義することになった。それで自分は原坦山に就いて仏典講義を聴き、
始めて大乗仏教の哲学の妙味を知った。それが縁となって其後仏教とは絶つに絶たれぬ関係が出来、今日に至って
も大乗仏教の哲学を研究し、之に対して多大の興味も感じて居る次第である。10」

Ⅵ

 井上哲次郎の四年後輩にあたる井上圓了は、明治14年に東京大学文学部哲学科に入学し、18年に卒業した。彼は
真宗大谷派の学僧であったが、大学時代には特にフェノロサに私淑し、仏教思想を西洋哲学に依拠しつつ理解する
道を築いた。明治19年に発表した最初の著作『哲学一夕話』で彼は『起信論』に基づき、現象即実在論を説いてい
るが、本書は当時よく読まれ、西田幾多郎（1870－1945）も愛読書の一つに数えている。井上圓了はその後、現象
即実在論的内容をもつ著作を多数公表し、仏教を哲学的に再構築しながら、西洋哲学とキリスト教に対する仏教の

「優位性」を積極的に主張している。以下、『仏教活論序論』（明治20）の内容を少し紹介してみよう11。
 井上圓了は、国権拡張、条約改正のためにキリスト教を公認することの不可を説き、次のように自分の断乎たる
所信を披瀝している。「以上挙ぐる所の道理によりて余は断然仏教を改良して開明の宗教となさんことを期するな
り。これ一は学者の真理を要求するの目的に合し一は社会の一個人となりて国家に尽くすの義務を全ふするものと
信ずるによる」（354頁）。そこで彼は、仏教と哲学（ドイツ観念論）が如何なる点において合するかを見ようとする。



86  明治期アカデミー哲学とその系譜─本体的一元論と有機体の哲学─

彼によれば、「物心」は初めから区別されたものではなく、一の「原躰」なるものから、この二つの要素が出てく
るのであって、この分化の状態、および原躰と「物心」との連関を解明しうるのはただ仏教あるのみというのである。
かくして、仏教的真如観が同様の論理をもって展開される。つまり「真如」と「物心」は本体と現象との関係に置
かれ、「物心は象なり真如は躰なり物心の真如より開発するは力なり」（368頁）という言葉で始まって、更には真
如と万物の同体説を「万法是真如真如是万法色即是空空即是色」といった『起信論』の表現を使い、それを『起信論』
のなかの有名な「水波の比喩」で説明する。すなわち「水即波、波即水といい、万物と真如の相離れざるゆえんを
示して、水を離れて波なく、波を離れて水なし、これを真如縁起という」（370頁）と。「真如と物心の関係は同即ち異、
異即ち同なり、一にして二、二にして一なり」（371頁）という円融相即の論理を多大のページを費やして説いている。
 このように、井上圓了は、じつに多くの点で坦山から教わった『起信論』の思考様式を基本的に継承している。
こうした諸点の指摘は井上圓了以外の現象即実在論の提唱者たちにも共通する立論態度であって、かく見るとき、
現象即実在論の基本的構造はやはり仏教哲学者原坦山がすでに提示していたものと考えられる。
 清澤満之も井上圓了同様、真宗大谷派から送られてきた学生である。ただ彼に関しては、原坦山との関係は薄
いように見える。明治20年に東京大学哲学科を卒業後、大学院で宗教哲学を専攻するが、学生時代にはフェノロサ

（E.F. Fenollosa,   1853－1908）の哲学史講義に深い関心を示し、とくにヘーゲル哲学を学んでいたようである。し
かも、清澤の学生時代はフェノロサ自身が仏教に改宗する時期でもあり、清澤はフェノロサの講義において特にス
ペンサー（H.Spencer, 1820－1903）の不可知論やドイツ観念論、とくにヘーゲルの弁証法、更にはロッツェ（R.H.Lotze, 
1817－1881）などと仏教哲学との類似性を総合的に学んで、彼独自の現象即実在論的立場を築いていったようである。
ただし、浄土真宗の学僧であった彼は、仏教哲学としての現象即実在論の基本形を先輩の井上圓了から直接継承し
たものと考えられる。清澤の現象即実在論の著作の主なものとしては、表向きロッツェの影響下に書いた『純正哲
学』（明治22年）と彼の優れた宗教論『宗教哲学骸骨』（明治25年）を挙げることができる。
 三宅雪嶺は性格的に一種ジャーナリスト的資質を多くもつ人物であり、哲学史・思想史関係の著述に優れた能力
を発揮しており、弁証法に対する理解は真に注目すべきものをもっている。彼は東京大学哲学科を明治16年に卒業
後、東京大学の准助教授資格で編輯所と更に文部省に勤務し、仏教史を研究しており、明治19年に『日本仏教史』
および『基督教小史』の二著を発表している。彼の多くの著作や文章のなかで、特に現象即実在論の内容をもつの
は小著『我観小景』（明治25年）である。

Ⅶ

 さて、井上哲次郎に戻るが、学生時代に影響を受けた人物として、坦山以外には西洋哲学の教師、上述のフェノ
ロサも無視できない。明治10年（1877）に創立された直後の東京大学における哲学専門研究はアメリカ人教師であ
るフェノロサを以って本格的に始まる。彼はカントをはじめとするドイツ哲学のほかに、好んで進化論や当時の
イギリスにおいて最大の哲学者と目されたスペンサーを取り上げ、とくに『第一原理』（“First Principles”,1862）
に基づいて哲学的・社会学的思想を主として講述した。
 井上はそのフェノロサからスペンサーの哲学を学び、明治16年に公刊した『倫理新説』の中で、とくに彼の「不
可知者（The Unknowable）」の概念に着目して自己の哲学を展開している。この概念は、いわば形而上学的・超
越的な神概念の哲学的表現であり、それはまた「定義しえない無限者」、「宇宙の第一原因」、「無限の絶対者」等々
と言われている。井上は、そうしたスペンサー哲学に倣って、感覚的経験の対象である現象と「実体」とを対比
して考察し、「実体」は現象の裏面にあって、われわれの感覚ではとうてい把握しえない幽奥なるものと説いてい
る12。ところが、ここでとくに留意したいのは、「実体」という語に井上は「リアルチー」というルビを付し、す
なわち英語のrealityの訳語として「実体」を用いていることである。現代ではrealityは「実在」と訳されるのが普
通である。渡部清氏の指摘によれば13、明治14年（1881）に井上が中心となって編纂したわが国最初の哲学辞典『哲
学字彙』でも、英語のrealityは「実体」と訳されており、またそこにわれわれにとって、大変興味深い説明を加え
ている。項目は簡単にこう記されている。「Reality 実体、真如、按、起信論、当知一切法不可説、不可念、故名
為真如」。「按」とは ｢参照せよ｣ の意である。つまり、後には「実在」と訳されることになる英語のrealityを彼は
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『大乗起信論』の「真如」に対応させて理解している。「真如」とは、ここに記されているように、まさに一切の言
詮を絶する深遠にして超越的な真実在にほかならない。それはまたスペンサーのいわゆる「定義しえない無限者」、

「不可知者」と符合していることは改めて指摘するまでもない。
 では『起信論』とはどういう内容をもつものなのか、次にそれを紹介しておきたい14。

Ⅷ

 『大乗起信論』は、 6 世紀に現われ、著者として「馬
め

鳴
みょう

菩薩造」となっており、周知の如く、漢訳だけが二本現
存している。第一訳は真諦三蔵（499－56）が梁の太清四年（550）に一巻本として訳出したもの、第二訳は実叉難
陀が則天武后の時代、695－700年間に二巻本として訳出したものである。サンスクリット原典もチベット訳も現存
せず、インド仏教に於ける引用例も見当たらない。そうしたことから「支那撰述説」が主張されたが、いまだに決
着を見ていない。いずれにせよこの論書は北伝仏教である大乗仏教の精髄を示すものであり、中国や日本の仏教に
与えた影響は測り知れないものがある。いわゆる天台本覚思想の「本覚」の語は、まさにこの『起信論』が初出で
あり、「始覚」や「不覚」の語とともに、「究竟覚」なるものとして、そこで説かれたものである。本書の中心とな
るキータームは、認識論的には「一心」たる「衆生心」、もしくは「如来蔵心」たる「阿黎耶識」であり、存在論
的には「真如」である。「真如」とは、字義通りには、〈本然的にあるがまま

4 4 4 4 4 4 4 4 4

〉を意味する。「真」は虚妄性の否定、
「如」は無差別平等の自己同一を指している。元サンスクリット語のtathatāの漢訳で、言語的にも、真にあるがまま、
一点一画たりとも増減なき真実在を意味する。
 さて、「衆生心」には「心真如」と「心生滅」との両面があって、互いに不即不離の関係をもっている。心の本
性すなわち心真如は、それ自体清浄であり、心の生滅変化（時間）を超越し、不生不滅（無時間的、先時間的）で
ありながら、それが現実には煩悩に覆われて凡夫の心として生滅去来している。このように煩悩に覆われた真如が

「如来蔵」と呼ばれるのである。従って如来蔵とはそれ自体清浄なる真如でありながらも、無明によってそのまま
のかたちでは現われていない「在

ざい

纏
でん

位
い

の真如」である。「不生不滅卜生滅卜和合シテ一ニモ非ズ異ニモ非ズ」とは
こうした消息を謂う。ただし不生不滅（真如）と生滅（煩悩）という二者があって、それらが一つに和合するとい
うのではない。煩悩に覆われながらも煩悩に染まることなく、自性清浄なる心性が如来蔵なのである。不生不滅が
不生不滅でありつつそのまま生滅なのである。井上圓了の上記引用文にもあった水波の比喩で言えば、水は外因で
ある風（煩悩）によって波立つが、水はどこまでも水であること（湿性）に変わりなく、さまざまな波となって波立っ
ているのであり、風が止めば波もなくなり、明鏡の如き水の本性に立ち戻る。しかし風によって波がいかように波
立っていようとも（動）、水の水としての在り様（湿）は何等変わることはない。水の表面がどれほど大きく波立っ
ていようとも、その同じ水の深底はどこまでも不動である。そうした意味で、水そのものはいかようの波の形をと
ろうとも、水の水としての自己同一性は維持されつつあらゆる波の形状を超越している

4 4 4 4 4 4

。この超越的に一なる水そ
のものが、さまざまな波となって起動していくのである。要するに真如はいわば動静を絶する絶対静（水そのもの・
湿）であって、それに対し、如来蔵はどこまでも動に対する静（波立つ水）であり、動を予想した静であるがゆえ
に、如来蔵の不生不滅は生滅と和合して非一非異となるのであり、これが「阿黎耶識」とも呼ばれ、「真妄和合識」
とも称されるのである。この阿黎耶識は、貪欲や怒り、嫉妬、慢心などの煩悩に穢されている凡夫の生存の根底と
して、われわれのあらゆる経験を内に摂め取り（能攝一切法）、そこから経験の一切が生じてもくるのである（生
一切法）。これが如来蔵の「蔵」の意味である。
 敷衍して言えば、「真如」、すなわち本然的にあるがままの真実在は、全宇宙に遍在する個々の存在者を重々無尽
に顕現せしめる不可分の全一態であって、それ自身本源的には絶対の〈無〉、〈空〉、すなわち絶対的覆蔵態にほか
ならない。つまり「真如」は、現象せる個々の存在者の形而上的本体

4 4

として、それらの根底に伏在し、あらゆるも
のを根源的存在可能性において摂収

4 4

しつつ、同時に個々のものを本然的にあるがままに開放
4 4

するのである。換言す
れば、現象せる個々の存在者は、どこまでも自らを顕現せしめた真如のうちに在り、逆に、個々のものの存在原因
たる真如は、どこまでもそれらの本体として超越的に自己自身のうちに蔵身しつつ、同時に自ら顕現せしめたすべ
てのものの中に内在するのである。
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 このように「真如」は存在論的にはどこまでも背反する両面を持っていることが特徴である。したがって、一見「真
如」とは正反対の、いわゆる「無明」（妄念）的事態も、存在論的には「真如」そのものにほかならない。「煩悩即菩提」「生
死即涅槃」「色即是空、空即是色」とはこのことである。「真如」の覆蔵態と顕現態とは互いに鋭く対立し、相矛盾
しながら同時に成立しているのである。したがって、妄念に支配された現象的世界は、一方では「真如」の本然性
からの逸脱であると同時に、別の面から見れば、「真如」それ自体の自己展開にほかならないのである。「一切衆生、
悉有仏性」、「草木国土、悉皆成仏」を標榜する本覚思想もこうした考えに由来することは論を俟たない。要するに
それは、「現象」がそのまま「真実在」の姿にほかならず、すなわち「現象即実在」論なのである。
 『起信論』の立場は、論理的に言えば、水波の比喩からも察せられるように、「体用」の論理なのであって、言い
換えれば〈内在的超越〉の論理にほかならない。すなわち体用とは因果に対していう言葉であり、水波の比喩で説
明すれば、因果の関係が風と波との関係であるのに対し、体用の関係は水と波との関係をいう。体とは根本的なもの、
自性的なもの、用とは派生的なもの、その働きを意味し、本体とその

4 4

作用、実体とその
4 4

現象の関係をいう。因果の
関係はいわゆる因果別体、つまり因と果は互いに別個のものであるのに対し、体用の関係は殆ど「体用一致」とか「体
即用、用即体」と論じられるのが特徴である。すなわち、ある統一的原理があって、それはどこまでも超越的構造
をもちながらも、自己内発的に展開し、万有の中に内在化するのである。こうした一なるものの体系的発展といっ
た考えはまた、宋学の「天理」の観念につながるものであって、朱子学の程伊川（1033－1107）に見られる理一元
論的な発想、つまり超越的一たる理は、万事万物それぞれに分有され、それぞれの理となる時には、それぞれ特殊
なあり方として己を顕してくるという「理一分殊」論の考えと符合する。「体・用」という概念は朱子学でも使用
され、朱熹は『中庸章句』第一章に「大本ナル者ハ道ノ体ナリ、達道ナル者ハ道ノ用ナリ」と述べ、また『朱子語
類』巻一の第一條に「陰陽ニ在ツテ言エバ、用、陽ニアリ、体、陰ニアリ、然カモ動静無端、陰陽無始、先後ヲ分
カツ可カラズ」と述べ、あるいは性は体、情は用などと言われるところのものである。また中国の宋の時代に「看
話禅」と共に一世を風靡し、朱子学にも少なからぬ影響を与えた華厳教学の「理事無礙・事事無礙」の考え方にも
通底するものである。それは言葉を換えて言えば、部分と全体が目的論的に円融相即する「有機体の哲学」にほか
ならない。これこそ、超越的絶対者を外に想定する西洋的二元論の思考様式とは異なる、まさに「東洋的」発想の
根幹をなすものなのである。
 ところでこうした体用の観念

4 4

が仏教に由来するものか、それとも儒教に本来あった考え方なのかは明確に限定で
きないようで、島田虔次氏によると、体用は実在の外に超越的な造物主を想定しない中国的思考様式にきわめて馴
染みやすいものであって、中国的発想は本来的に、あるいは潜在的に体用思想であったと言う15。
 さて明治の哲学者たちが西洋哲学との格闘を通じて、より鮮明にしようとしたのは、こうした東洋独自の思考法、
すなわち体と用の間の「内在的超越」の論理であり、つまりは「有機体の哲学」であったと言っても過言ではない。

Ⅸ

 さて、明治34年、井上哲次郎は「認識と実在との関係」という長論文を執筆した。ここで述べられる「認識」は
『起信論』の「心生滅」に、「実在」は「心真如」もしくは「真如」に対応している。つまり、主客の対立関係を俟っ
て成立する認識は現象界に対応するものであるが、実在はあらゆる言語的分節化を超えたまったくの無差別平等の
究極体であり、それは知的直観によってのみ把握されると説かれるのだが、そこに『起信論』が引用されている。

     例へば、起信論に真如を説きて云く、「一切法従本巳来、離言説相、離名字相、離心縁相、畢竟平等、無有
変異不可破壊、唯是一心、故名真如」と、真如は即ち実在なり、是れ内部の直観により領悟すべきものにて、
特殊の現象に於ける認識の如く弁別作用によりて説明すべきものにあらざるなり、起信論の文は此意を叙述し
て、甚だ明晰である16。

 ところで、井上が『起信論』で説かれる本体的一元論を踏まえて「現象即実在論」という新たな哲学思想を「日
本独自の哲学」として作り上げる構想を固めることにつながった要因の一つに、ドイツ留学中にショーペンハウアー
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（A.Schopenhauer 1788－1860）やハルトマン（K.R.E. von Hartmann 1842－1906）の思想と出会ったことも指摘される。
ではなぜ、ショーペンハウアーとハルトマンの哲学が井上に新たな哲学的思想の創造に向かわせたのか。彼が二人
の哲学に興味を抱いた理由は、一般的理解に従えば、この両者の思想の根幹には西欧的なキリスト教的色彩が少な
く、むしろ「東洋的」と看做される要素が濃厚に見られたからであり、井上もそこに強い共感を持つにいたったか
らだ、と一往は考えられよう。事実ショーペンハウアーは「涅槃寂静」を説くインド仏教に強い関心を寄せていた
ことは彼の著作からして周知の事実である。しかしだからと言って、ただそうした理由だけで彼らの哲学は「東洋
的」だと、そう井上は考えていたのだろうか。彼はいったい何を以って「東洋的」と看做したのか、それをどう理
解していたのか、それが問題である。彼は日本に帰国後、意欲的にショーペンハウアーの哲学を講じたが、次のよ
うにも語っている。

     ショーペンハウエルの哲学は、涅槃論を以つて終局としてゐる。而して、非常に仏教に随喜し、仏陀を鑽仰
してゐた哲学者である。但だ、ショーペンハウエルの涅槃論に現はれてゐる涅槃は、小乗の灰身滅智の寂しい
涅槃である。それでも、彼は得意であつた。若しも、彼が起信論のやうなものを読んで大乗仏教を理解してゐ
たならば、又涅槃経のやうな大乗の経典を読んで常楽我浄の積極的涅槃を知つて居つたならば、如何に喜んだ
ことであらうと想はれる。かやうに東洋思想を研究し、随喜し、渇仰してゐた哲学者であるから、これを紹介し、
青年学生に研究せしめることを必要と認めたから、ショーペンハウエルの哲学を講じたのである。（中略）ハ
ルトマンも亦、ショーペンハウエルの影響を受けている。彼の主要なる哲学書たる『無意識の哲学』には、最
後の段階として解脱論を説いてゐる。この方は、ショーペンハウエルよりも更に一層仏教を理解していたやう
であるが、未だ大乗仏教の哲学までに至つてゐなかった17。

 要するに、井上にしてみれば、西洋人であるショーペンハウアーが、主著『意志と表象としての世界』の中で、
いわゆる「盲目なる意志」からの解放と仏教的涅槃もしくは解脱を奨励し、仏教思想に言及していることに共感
するところはあるとしても、彼が立脚していた立場は、所詮はインドの上座部仏教、すなわち「煩悩を断じて涅槃
を得る」という小乗仏教に過ぎず、「煩悩即

4

菩提」「生死即
4

涅槃」を標榜する大乗仏教の立場に立っていないことは、
甚だ不満であった。それ故、「彼が起信論のやうなものを読んで大乗仏教を理解してゐたならば、又涅槃経のやう
な大乗の経典を読んで常楽我浄の積極的涅槃を知って居つたならば、如何に喜んだことであらう」と述懐するので
ある。
 ここで留意しておきたいのは、井上がショーペンハウアーやハルトマンの哲学思想に共感を覚えたのは、彼らが
西洋人でありながら、めずらしくも東洋的な仏教に関心を寄せていたということも確かに認められようが、しかし
そうした表面的な理由とは異なる、もうひとつ別の根拠もあったように思われることである。つまり彼ら二人の哲
学に出会ったことが、のちに「現象即実在論」と呼ばれる新たな哲学思想を「日本独自の哲学」として構築する動
機を井上に与えたのであり、そこには、彼が学生時代に習得した『起信論』の発想、すなわち「本体的一元論」の
発想を、ショーペンハウアーとハルトマンの哲学のうちに読み取ったということがあったのではなかったか。推測
するに、仏教の超越的・覆蔵的な「真如」がもつ自己内発的な起動展開

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、言い換えれば、真実在が自ずから展開し
てゆく、言うなれば「真如随縁」の〈観念〉を、井上はショーペンハウアーの「盲目的な意志」という発想のなか
に読み込んだのではなかったか。要するに物自体たる「意志」はいわば真実在にほかならず、それが自発自展して
いくのである。すなわち「意志の形而上学」をショーペンハウアーやハルトマンの哲学のなかに読み込んだのでは
なかったであろうか。井上が彼らの哲学のうちに見た「東洋的」特質は、そういう意味合いが込められていたので
はないだろうか。もちろん、ショーペンハウアーにあっては、「意志」は否定され、乗り越えられるべき消極的な
意味しか持たないのだが、そういうことは不問にして、「意志」という言葉とそれが持つ自己内発的な起動のイメー

4 4 4

ジ
4

が、井上にとって、いや、いわゆる「現象即実在論」の系譜をひく人々、例えば井上圓了、三宅雪嶺、そして西
田幾多郎にとっても、極めて魅力的な概念だったのである。そしてさらに言えば、ショーペンハウアーとハルトマ
ンの思想がキリスト教、正確には西方の

4 4 4

キリスト教とはまったく異なる発想を持っていたということも極めて重要
である。すなわち彼らは、西方キリスト教的二元論とは異なる、一種の神秘主義的一元論、言い換えれば、東方的

4 4 4

、
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東洋的な本体的一元論の発想
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を持っていたということである。そこで次に、少し横道にそれるが、西方と東方のキ
リスト教の相違について若干触れておきたい。

Ⅹ

 ラテン語による西方キリスト教、つまり真の意味でのローマ・キリスト教思想が始まったのは、 2 世紀から 3 世
紀の時代である。西方のキリスト教著作家が東方の教父と異なっている点は、まず使用言語の相違にあり、すなわ
ちラテン語を使うローマ帝国の西部とギリシア語を話す東部とでは根本的に異なった世界観と意識のあり方を表現
している。この根本的な相違は、政治的にはローマとビザンティンの分離というかたちで露顕することになる。ラ
テン的─西方的精神気質は、おそらくローマ帝国において最も明らかに現れている。第一に、ローマ人はギリシア
人とは異なり、徹底した法律指向

4 4 4 4

であったということであり、彼らの共同生活全体がしっかりとした法律関係のな
かで組織されていた。したがって、西方キリスト教の特質は、東方のそれのように存在論的に理解された「哲学者
の神」ではなく、あくまでも「聖書の神」を対峙させ、神人関係を、本来ユダヤ・ヘブライズムの特質であった「契
約」による父子関係として捉え、父たる神は裁きの神であり、赦しと愛の神であり、外に超越した人格的唯一神

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

で
ある。創造主たる神と被造物との間には絶対に越えることのできない断絶があり、神はどこまでも「外に」君臨し、
万物を無から創造する超越的存在であった。したがって、契約の遵守こそが重要であって、信仰宣言によって教会
への帰属が法的拘束力をもつことになるのである18。
 それにひきかえ、東方のギリシア教父たちは、最初にギリシア哲学、とくに、新プラトン主義の思想を土台にキ
リスト教の理解を深めた。東方正教会の神学的中心概念は「テオーシス（θεωσις）」つまり「神化」である。この
言葉の意味するところは、人間の霊魂の内にはなにか神的なものが内在しているということである。すなわち人間
はその霊性によって、自らの魂を肉体の牢獄から解放する禁欲的自己浄化の過程で、自分自身を、神的なるものの
光明を内的に顕現せしめる一つの像にすることができるのである。プラトンも、対話篇『テアイテトス』（176b）
のなかで、ある一つの概念をそれに当てている。それは「ホモイオーシス テオー（όμοίωσις θεώ）」つまり「神へ
の類似」である。こうした「人間の神化」ということが東方正教会の特質をなすものなのである。「神が人と成っ
たのは、人が神に成るためである。」（ 4 世紀のギリシア教父、アレクサンドリア司教アタナシオスの言葉）。つま
り神は有限な人間存在の内に「神の像（imago Dei）」として内在しており、その意味で、人間と断絶して外に独
立しているわけではなく、どこまでも内在的な、ひとつらなり

4 4 4 4 4 4

のものとして考えられており、要するにそれは「本
体的一元論」に帰すのである。肉欲に根差すあらゆる ｢苦｣、すなわち盲目なる「生への意志」から解放され、禁
欲的自己浄化によって「涅槃（ニルヴァーナ）」を希求するショーペンハウアーの哲学志向も、表向きはインド仏
教への憧憬が強くあったものの、じつはこうしたラテン的西方教会の二元論ならぬ、東方ギリシア正教の神秘主義
的一元論の性向をショーペンハウアーはすでに持っていたということではないであろうか。
 さて、以上のように、本体的一元論の立場は、超越といっても、「外」に超越したものではなく、水と波の関係
のように、どこまでも「内在的超越」という構造を持つのである。敷衍して言えば、〈外在的〉ならぬ〈内在的原
因〉たる超越的一なるものが自ら動いて

4 4 4 4 4

自己展開していき、個々の存在者の中に分有化されていく運動、言うなれ
ば覆蔵的なるもの（真如・真実在）の自己開顕、自己顕在化していく運動が説かれるのである。これは、『起信論』
に見られるように、心真如が自らの清浄心を失うことなく心生滅へと自ら展開していく「真如随縁」と同じであり、
ひいては、朱子学の程伊川に見られる理一元論的な発想、つまり超越的一たる理は、万事万物それぞれに分有され、
それぞれの理となる時には、それぞれ特殊なあり方として己を顕してくるという「理一分殊」論、また中国の宋の
時代に「看話禅」と共に一世を風靡し、朱子学にも少なからぬ影響を与えた華厳教学の「理事無礙・事事無礙」の
考え方にも通底するものであり、それは言葉を換えて言えば「体・用」（本体とその

4 4

作用）の論理、すなわち〈内
在的超越〉の論理にほかならない。これこそ、西方的二元論の思考様式とは異なる、まさに「東洋的」発想の根幹
をなすものなのである。
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Ⅺ

 明治20年（1887）、東京帝国大学哲学科の外国人講師として初めてブッセ（Ludwig Busse、1862－1907）がドイ
ツから招聘された。彼はロッツェの系統をひく批判的実在論の立場を取る哲学者で、テキストにカントの『純粋理
性批判』を用い、主にドイツ古典哲学を講義した。その 6 年後、すなわち明治26年（1893）に、ブッセの後任とし
て着任したのがドイツ系ロシア人、ケーベル（Raphael von Koeber、1848－1923）であった。
 彼の講義は明治26年（1893）9 月から大正 3 年（1914）7 月まで21年間に及んでいる。彼は哲学研究における「原
典・原語主義」を実行に移した最初の大学教師であり、古代ギリシア哲学を古代ギリシア語で、ヨーロッパ中世の
キリスト教的思想家たちの書物をラテン語原典を通して、またドイツ哲学関連の書物を原語で研究する方法を教授
した。しかし彼自身の独創的な哲学体系といったものは殆ど見られない。ケーベルの性格的特徴は内向的で、受動
的、精神的貴族主義であったことはよく指摘されるが、もう一つ忘れてはならないのは、上述したように、彼はド
イツ系ロシア人

4 4 4 4

であり、したがってそのキリスト教理解も、ラテン的西洋のそれではなく、東方キリスト教、すな
わちロシア正教に属していたであろうということである。彼が神秘主義的で形而上学的傾向が極めて強かったのは、
そうした由来に基づいているからではないだろうか。彼はまたハルトマン流の「超越的実在論」に傾注していたこ
とが指摘されている。真の哲学の根柢には神秘的とも思われる知的直観が働かねばならぬ、とよく弟子たちに語っ
ていたようである19。
 したがって、ケーベルは、ショーペンハウアーの哲学の中にも、やはり神秘主義的実在論を読み込もうとする。
彼の『小品集』20所載のショーペンハウアー論などを読むと、そのことが明確に示されている。彼はショーペンハ
ウアーの謂う「意志」のうちに「理知（Intellect）」を認め、それを〈真実在〉であると考えたのである。すなわ
ち意志は無意識的な理知として自らを客観化するが、それは無意識から意識への合目的的な展開だと考えるのであ
る。あえて言うまでもないが、こうした考え方は、西方ならぬ、東方キリスト教に影響を与えた、新プラトン主義
の流出論とも通底していることは注目に値する。プロティノス（205頃-270）の説く「根源的一者（τò ἑν ト・ヘン）」
はわれわれの思議を絶し、言説を超えた超越的なものであるが、一切万物を自らのうちに包蔵し、それ自体に内在
する根源的・全一的意志によって、あらゆる存在者を現出させる可能性を秘めている。言い換えれば、存在を超越
する「一者」はそれ自身のうちに自己内発的顕在化の志向性、他のものを可能にするための威力、力、能力を持っ
ている。一者は溢れんばかりに充溢するその力、尽きることのない力に基づいて自分自身に叡智を与え、宇宙霊へ
と展開し、万物に形象を与え、それらの存在根拠として内在化していくのである。こうしてプロティノスにあって
は叡智から質料的物質にいたるまで、すべてが一者からの流出であり、しかもその霊性（光）は段階ごとに稀薄に
なっていく。一者は光輝く善そのものであるのに対して、質料はその全き欠如、すなわち闇であり悪である。物質
はなお形相をもつ限りにおいて善を分有し、悪の一歩手前であるが、質料は悪そのものである。
 ところで根源的一者が即自態にとどまらずに、滾々と湧き出る泉のごとく自己顕在化させるという営みは、言う
なれば一者が自らを自覚することにほかならず、その自覚によって叡智、そして宇宙霊と順次流出していくのだが、
このように一者が自らを自覚することは一者が意志的存在

4 4 4 4 4

であることを意味し、この一者の自覚的意志によって生
じた叡智や宇宙霊なるものは、自らのうちに一者の痕跡を残している。とすれば、叡智もまた宇宙霊も意志的存在
であるゆえ、それらは逆に一者に憧れ、一者に立ち戻ろうとする内的欲求ないし憧憬をもつことは当然であろう21。
したがって、人間は自らの質料である肉体の牢獄から脱し、叡智の世界へ、そして突如として一者との合体（脱自・
エクスタシス）を果たすのである。それがプロティノスいわゆる「上昇の道」なのであり、ショーペンハウアー流
に言えば「涅槃（ニルヴァーナ）」への階梯である。
 ところで、以上のような一元論的思考について考えてみれば、ショーペンハウアーの意志説における「意志」は、
超越的人格神を否定している。実際、彼のいわゆる「意志」は、決して世界の外部から万物を創造するというよう
な外的超越的なものではない。すなわち全世界は意志が自己客観化し、自己顕在化したものにほかならず、意志は
世界に内在しているのである。たしかに意志は現象界における時間・空間･因果の形式を超越しているが、超越し
つつも同時にそれは現象の真只中に伏在しているのである。要するに「内在的超越」の哲学こそショーペンハウアー
のめざすところだったのではなかったか。したがって、ケーベルが「盲目なる意志」の根底に「理知」を認め、「意
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志」の自己客観化を強調したことのうちには、「物自体」たる「真実在」の自己内発的な自己開顕の運動をショー
ペンハウアーの哲学のうちに読み取ったということであり、このことはすなわちショーペンハウアーの哲学が一元
論的な神秘主義的傾向を持っていたことの証左となるであろう。

Ⅻ

 さて、以上縷説してきたように、井上とケーベルが、通俗的には厭世主義と解脱論として理解されていたショー
ペンハウアーの哲学の中に、それとは異なる仕方で、いわば換骨奪胎して読み込もうとしたのは、井上の場合は

『起信論』を通じて体得した東洋的な発想、すなわち外に超越者を想定しない、大乗仏教の本体的一元論であったし、
ドイツ系ロシア人、ケーベルも外に造物主たる人格的唯一神を想定しない、新プラトン主義的一元論に基づく東方
キリスト教的・ロシア正教的神秘主義思想であった。ここに、ともにラテン的西洋の二元論的思考様式とは異なる、
東アジア的思考様式と東ヨーロッパの神秘主義が、「本体的一元論」の一点で結びついていることに気付かされる。
そしてもう一人、同じような傾向で、ショーペンハウアーを解釈した人物がいた。三宅雪嶺である22。三宅もショー
ペンハウアーとハルトマンの思想に親近感を示す。彼は明治22年に『哲学涓滴』を公刊するが、その中で彼は次の
ように言う。

     其（ヘーゲルの）所謂思想は智慧同然の思想にして、内に生々たる活気に乏しく、活発々地といふも活発々
地の実勢なく、転輾開発といふも転輾開発の生力なく、宛如として塑像の模様あるやうに認めらるゝ為め、固
より之に対抗して強猛の反対説を主張する者の表出するを防ぐ能はざるべし。ショペンハウエルの卓抜なる、
乃ちヘーゲルの思想論を不足なりとし、重を意志に置き、塵埃の浮動より日星の運行に至るまで、天地間の千
羅萬象、一に意志の作用に出でざる無しとせり。宇宙の運動をば活用せらるべき智慧に帰せずして、発動すべ
き意志に基かし、解釈評論して遺すなかりしは、真に偉功なりと謂はざるべからず23。

 『我観小景』（明治25年）でも、三宅が見習うのはショーペンハウアーであることを明かしている。

     所有萬象、其の行動は皆力に之れ由る、力の発する所、進で窮らず、人の為すあらんとするは意志に基く、
意志なる者は実に勢力の要素なり、力と意志とは析つべからず、天地間の勢力は盡く意志なりとし、萬種の行
動、之を意志に一帰せる者は、ショッペンハウエルなり24。

 宇宙の万象や人間の行動の根底には「力」があり、しかもその力は意志に基づく。こうした思想の代表者はショー
ペンハウアーであるとして、それを三宅は自らの哲学的立場としても受け入れようとする。彼のこうしたショーペ
ンハウアー理解も、上記の井上やケーベルと同じく、本体的一元論の捉え方である。ここでとくに注意を促したい
のは、三宅のショーペンハウアーには「厭世観」はひとつも見られていないことである。因みに、後年、西田幾多
郎が、ショーペンハウアーの哲学に深い共感を示しつつ、意志の否定による解脱や涅槃にはまったく頓着せず、逆に、
意志の無限の能動性を主張し、あくまで「絶対自由の意志」を強調したことは注目に値しよう。西田にあって、「絶
対自由の意志」は言語思慮を超越し、一切の限定を超えた「深底」であり、反省の届きえないノエシスである。そ
れは見ることができず、形なく、声なき深淵であり、その実在は対象化のうちには落ちてこない。まさにこの規定
は『起信論』の ｢真如｣ のそれであり、プロティノスの「ト・ヘン」にも符号する。そしてこの〈真実在〉が「絶
対自由意志」として見られるのである。しかもそうした意志が我々の歴史的・具体的現実の世界のなかに生き生き
と脈動し、働いているのであって、要するにそれは有機的自然観を形成している。そうした意味で、明治中期の官
学アカデミー哲学が標榜する「現象即実在論」は、『起信論』に見られる「体・用」の論理の系譜に含まれることは、
改めて指摘するには及ばないであろう。

★  本稿は、拙著『西田幾多郎と明治の精神』（関西大学出版部、2011年）および編著『豊穣なる明治』（同出版部、2012年）
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所収の拙稿「明治の哲学界─有機体の哲学とその系譜」と重複する部分があることをお断りしておきたい。

【キーワード】現象即実在論  本体的一元論  大乗起信論  井上哲次郎  井上圓了  三宅雪嶺
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12 『倫理新説』（明治16年）『明治文化全集』第23巻「思想編」所収。日本評論社、1967年、419頁
13 渡部、前掲論文（1999）75－76頁参照
14 『大乗起信論』については、平川彰著『大乗起信論』（『仏典講座22』）大蔵出版、1973年を参照。更に、関西大学東西学

術研究所研究叢書『「大乗起信論」の研究』（筆者編、関西大学出版部、2000年）も参看願いたい。
15 島田虔次『朱子学と陽明学』（岩波書店 1985） 3 － 5 頁参照。また体用については同氏「体用の歴史に寄せて」（『中国

思想史の研究』、京都大学学術出版会、2002年）を参照されたい。
16 井上哲次郎編『哲学叢書』第一巻第二集に所収。明治34年、集文閣、362頁
17 「井上哲次郎自伝─学界回顧録─」、シリーズ日本の宗教学 2  『井上哲次郎集』第 8 巻所収、クレス出版、2003年、43頁
18 Vgl. Klaus Held: Treffpunkt Platon - Philosophischer Reiseführer durch die Länder des Mittelmeers, Philipp Reclam 

jun. Stuttgart, 1990, XIX., 邦訳：Ｋ・ヘルト『地中海哲学紀行』（井上克人・國方栄二監訳）、晃洋書房、1998年、下巻、
第 7 章を参照されたい。

19 『思想』第23号「ケーベル先生追悼号」岩波書店、1923年、参照。
20 『ケーベル博士小品集』（深田康算・久保勉 共訳）岩波書店、1939年
21 例えば、小嶋潤『西洋思想史上のキリスト教』刀水書房、1992年、28-29頁参照。
22 三宅雪嶺については、やはり渡部清氏の以下の論文を参照し、多くの示唆を得た。
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  「三宅雪嶺研究（一）─彼の「哲学」観の変遷を中心に─」（上智大学哲学科『紀要』第26号所載、2001年） 
23 明治文学全集33『三宅雪嶺集』所収、筑摩書房、1967年、198頁
24 同書、245頁
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１

 西周（1829～1897）、津田真道（1829～1901）、福沢諭吉（1834～1903）をはじめとして明治初期の啓蒙主義者た
ちの多くは、儒学、とくに宋学の批判者であった。彼らにとって啓蒙とは、まず旧来の因習的な儒学を否定し、西
欧の近代科学を受容することを意味していた。この意味で、啓蒙とはすなわち西欧化のことであったといえる。彼
らの思想はきわめて実践的、合理的、即物的であって、彼らがもとめたのは、福沢の言葉を借りていえば、「人間
普通日用に近き実学 1 」であり、西の言葉を借りていえば、「人間社会の日用」に供する「行門の学 2 」であった。
そしてかような観点から、彼らは程朱の学を「空理」として斥けたのである。したがって、いきおいその思想は経
験主義的、実証主義的となり、形而上学に対しては懐疑的ないしは否定的にならざるを得なかった。この点は、例
えば西がオランダ留学中に起草したと推定される「開題門」において、コントの実証主義を「拠証確実、弁論明哲」
にして「是我亜細亜之所未見」と手放しで評価しているのに対して、カントやヘーゲルの哲学は、宋儒と比較して

「其説雖有出入所見頗相似 3 」と、消極的というか否定的な評価を下しているところを見ても了解される。
 以上のように、明治初年の啓蒙主義者たちはおおむね経験主義的、功利主義的、実証主義的立場に立っており、
その思想は反儒教的（反宋学的）、反形而上学的であった。そして、それは時代の要求するところでもあったとい
える。明治哲学史において「純正哲学」（形而上学）があらわれたのは、ようやく明治20年以降になってからである。
その代表的な思想家としては井上円了（1858～1919）、井上哲次郎（1855～1944）、清沢満之（1863～1903）、西田
幾多郎（1870～1945）の名前をあげることができる。
 ところで彼らの思想にはいくつか共通した特徴が見られる。その第一は、彼らの思想がいずれも大乗仏教の教理
と深く結びついていることである。井上円了と清沢満之はともに浄土真宗大谷派の仏教徒であった。また井上哲次
郎は東京大学在学中に原坦山の大乗仏典の講義を聴き、これが縁で以後、仏教と深い関係をもつようになったこと
を自伝に記している 4 。さらに西田の処女作『善の研究』が永年にわたる只管打坐の禅体験にもとづいていること
は周知のことがらである。実際、彼らの説く実在は『大乗起信論』の「真如」の観念にもっとも近いのではなかろ
うか。
 このように明治期の、否それどころか近代日本の形而上学は大乗仏教思想と深く結びついていた。幕末から明
治初年にかけて西洋哲学を受容した際、当時の洋学者たちはもっぱら儒教的な観念と用語でもってそれを反訳した。
今日われわれが用いている哲学用語の多くは儒教用語の転用や転釈であった。しかし彼らが西洋哲学の単なる受容
の段階から脱して、ようやく自前の哲学を構築しようとする段階になると、彼らの目は仏教の教理に向かったので
ある。おそらくそれは儒教が実践的で実際的である反面、その理論的ないし論理的な深さを欠いているということ
が関係しているであろう。これに対して仏教思想には自己と世界についての深遠なる内省がある。儒教思想は道徳
的・政治的な修己治人にその長を有しているのに対して、仏教思想は瞑想的・形而上学的思索にその優を示してい
る。そしてこの点は、近代日本哲学の性格を考察するとき看過すべからざることがらである。
 また明治期の純正哲学の第二の特徴は、それが井上哲次郎のいう「現象即実在論」の形態をとっていることである。
現象即実在論とはいったい何であるかについては後述するけれども、その基本的な特徴は、文字どおり現象から隔
絶し、現象を超越したいかなる「実体」ないし「本体」の存在をもみとめないところにあるといえるだろう。それ
は二元論的な世界あるいは二世界論を否定して、あるがままの現実が実在であると考える。あるいは現実の内奥に
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本体があると考える。実在は現象の外側に超越してあるのではなく、むしろ現象の内側に内在していると見る。い
わば現象と実在を表と裏ないしは外と内の関係にあるものと考えているのである。したがって、それは必然的に内
在主義、此岸主義となり、また汎神論的な色彩を帯びてくる。彼らの哲学がいずれもスピノザ哲学と親近性を有し
ているゆえんであろう。そしてこうした特徴は前述の 4 人の思想に共通してみとめられるのである。井上哲次郎の

「現象即実在論」、井上円了の「象如相含論」、清沢満之の「有限無限論」、西田幾多郎の「純粋経験説」等、そのい
ずれをとっても上記のような特徴を具備している。主観と客観を唯一実在の二つの局面と見、現象を実在の展相な
いし顕現と見る思考様式は彼らに共通した基調音となっている。それを後期西田哲学の用語でもって表現すれば内
即外・外即内であり、一即多・多即一である。またこうした特徴は仏教的実在観ないし「体用の論理」と無関係で
はない。
 さらに明治の純正哲学の第三の特徴は、それが「即の論理」にもとづいていることである。すなわちそこでは現
象即実在であり、心即物であり、理即物心である。そしてその場合、即は単なる即ではなく、否定を媒介とした即
である。すなわちその即は同時に非である。したがってまた即の論理は同時に即非の論理となる。こうした考え方
の根底には否定の論理あるいは弁証法的思惟様式が内含されているが、明治期の哲学者たちはこの点を深く掘りさ
げて考えるまでにはいたらなかった。この点は『善の研究』における西田の純粋経験説についてもいえる。それは、
いわば思想の直接的ないしは直覚的段階であって、そこでは思想がまだ自己自身について明確な反省的ないし論理
的自覚にまでは到達していない。そのことは、例えば西田が理想的ないし究極的な純粋経験を「知的直観」と呼ん
でいるところからもうかがわれる。そこには弁証法的な思惟様式の要素ないし萌芽はあるが、その自覚的な展開が
欠けている。
 近代日本の哲学は、大正期をへて昭和期にいたってようやく西田の「場所」の論理や（絶対無の）「場所的弁証
法」として、また田辺元（1885～1962）の「種」の論理や「絶対媒介の弁証法」として、さらには和辻哲郎（1889
～1960）の人間存在論における「空の弁証法」、高橋里美（1886～1964）の「包弁証法」、三木清（1897～1945）の「構
想力の論理」として開花するにいたる。したがって、われわれがここで考察しようとするのは、そのような自覚的
論理に達する以前の、いわば雛形ないしは原型としての日本的観念論の諸形態である。

２

 明治期においては一般に形而上学は純正哲学と呼ばれている。では「純正哲学」とはいったい何であろうか。あ
るいは純正哲学という言葉でもって一般に何が思念されていたのであろうか。この点について、日本における最初
の形而上学の構築者である井上円了の考えを見ておきたい。哲学ないし純正哲学についての円了の定義は、この時
期のどの哲学者においても共通して見られる一般的な通念であったといってよいであろう。
 およそ宇宙間に現存する事物のなかには形質を有ったものと有たないものとがある。日月星辰や山川草木は形質
を有っているのに対して観念・思想・神仏などは形質を有っていない。しかるにこの形質を有ったものを実験する
学問が「理学」すなわち自然科学であり、反対に形質を有たないものを論究する学問が「哲学」である。したがっ
て理学は「実験の学」であるのに対して哲学は「思想の学」であるともいえるだろう。ここで「実験」とか「思
想」とかいう言葉は、それぞれ文字どおりの意味で用いられている。つまり理学は有形の物質の理にかかわり、哲
学は無形の心性の相にかかわる。ところで心性に関する学問である哲学には心理学、論理学、倫理学等が含まれる
が、その中心は純正哲学すなわち形而上学である。純正哲学は「哲学中の純理の学問にして真理の原則諸学の基礎
を論究する学問」5 であって、そのなかには心の本体や物の本体、あるいは物心の本源や物心相互の関係等の考察
が含まれる。
 純正哲学についての、以上のような円了の理解は今日においてもおおむね正鵠を得ているといえるだろう。一般
論としていえば、純正哲学は単に現象界にとどまることなく、現象界の成立根拠である本体や実在に目を向け、そ
れがいったい何であるかを探究し、あわせてそうした本体（実在）と現象との関係を考察しようとする哲学本来の、
あるいは哲学固有の領域である。それは遠くはアリストテレスが「第一哲学」（πρώτη φιλοσοφία）6 と呼んだもので
あり、従来、伝統的に形而上学とか本体論（存在論）とか呼ばれてきた、哲学のもっとも主要な、また固有の領域
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である。
 では円了の純正哲学とはいったいどのようなものであるだろうか。またどのような特質を有しているだろうか。
 円了の純正哲学は、これを一言でいえば「象如相含論」として特徴づけることができるだろう。この場合、「象」
というのは現象ないし形象のことであり、「如」というのは実在ないし本体のことである。そして象如相含論とは、
この現象である象と実在である如とが相即不離の関係にあって、相互に一方が他方を包含し合っているということ
を主張するものである。果としての象がその内に因としての如を含み、本体である如はその現象である象の内に顕
われている。同様に因としての如はその内に果としての象を含み、現象の象は本体の如の内に潜んでいるというの
である。
 少し具体的に彼の思想を追ってみよう。
 円了の初期の代表作『哲学一夕話』（明治19～20）は三話から成っており、それぞれ哲学の三つの根本問題であ
る世界（現象）とその本体（実在）と真理（認識）が論じられている。
 第一話では物心には差別があるか、それとも物心は無差別であるかという問題が論じられ、差別の物心の世界す
なわち現象界と無差別の物心の世界すなわち実在界が相互に対立するものではなく、両界は相即不離の関係にある
ということが論じられている。差別の内に無差別があり、無差別の内に差別がある。それゆえに両界は不可離にし
て不可分であって、両界は相合してはじめて真実の世界を形成するというのである。すなわち現象即実在であり、
実在即現象である。差別の世界と無差別の世界のこうした相即的な関係を、円了はここでは「表裏」の関係として
とらえている。例えば「無差別の心は差別の心によりて知り、差別の心は無差別の心によりて立つ」7 と円了はいう。
この文章の前段は認識論の観点から、また後段は本体論の観点から主張されている。無差別の心はただ差別の心に
依ってはじめて認識される。しかしその差別の心はほかならぬ無差別の心に因ってのみ生ずるというのである。ま
さしくそのとおりであろう。差別の心と無差別の心には、このような深い次元における相即的あるいは相含的な関
係がなければならない。
 この著作の中心となる第二話では現象界の本体が何かという問題をめぐって唯物論、唯心論、有神論、不可知論
の是非が論じられており、結論としては、そのいずれの立場にも偏しない「円了の中道 8 」をとるべきであるとい
うことが主張されているが、その四つのどの説にも共通した性質として、差別的世界（現象界）と無差別的世界（実
在界）が相即の関係ないしは表裏の関係にあることが主張されている。ただこの無差別的な世界を唯物と見るか、
唯心と見るか、それとも天神と見るかの違いにすぎないというのである。
 この著作においては、とくに円了の折衷主義的な考え方が顕著である。本書は上記の相対立する四つの立場の単
なる「化合論」であって、それはあたかも水と油を混合しようとするものだ、という大西祝の批判 9 が生ずるのももっ
ともだと思われる。一般に円了の思想はその豊潤な内容を感得させて余りあるが、しかしその叙述の仕方はいささ
か平板であって、深くものごとの真相を究めてそれを論理的に順序立てて論じていこうとする迫力に欠けているよ
うに思われる。思想内容の豊かさに比して叙述形式はあまりに単調であり、深さと鋭さに欠けている。もともとは
弁証法的な深い奥行きをもった思想が同一性の論理によってその折角の深さを削りとられ、折衷主義というきわめ
て浅薄なものに貶められている。そこには断定のみがあって論証が欠けている。これは彼のすべての著作に共通し
た欠点であるといえるだろう10。
 さて『哲学一夕話』の第三話では真理はどこにあるかの問題が論じられ、それは物の世界にあるとともになく、
心の世界にあるとともになく、また物心の外にあるとともになく、物心の内にあるとともにないと説かれる。無差
別は差別から生じ、差別は無差別によって立つのであるから、真理もまた差別即無差別、無差別即差別であるとい
うのである。ここでもまた現象と実在が相即的な関係あるいは表裏の関係にあることが主張され、両者は無造作に

「即」という言葉でもって結ばれている。一般に、円了の思想には否定とか自覚とかいった側面が希薄である。い
いかえれば弁証法的な視点が欠如している。相反するものや相対立ものが直接に、また無媒介に結合され同一視さ
れているという印象をうける。そしてそのことが円了の哲学が独断的であるという批判をうける要因となっている
といえるだろう。
 円了は多作家であり、その生涯においてきわめて多くの著作を残している。純正哲学に関するものだけをとりあ
げても、『哲学一夕話』のほかに『哲学要論』（前篇、明治19年、後篇、明治20年）、『仏教活論序論』（明治20年）、『純
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正哲学講義』（明治25年）、『破唯物論』（明治31年）、『哲学新案』（明治42年）等がある。このうち『仏教活論序論』は、
仏教の教理が哲学のそれと一致し、したがってまた「護国愛理」（これは円了のスローガンである）の精神と一致
することを説いたものである。また『純正哲学講義』は哲学館における講義録であり、『破唯物論』は、その前半
の「破俗門」は書名の示すとおり唯物論を批判したものであり、後半の「建正門」は自己の純正哲学を展開したも
のである。さらに『哲学新案』は円了の主著ともいうべく、自己の純正哲学を体系的に叙述したものである。円了
はもともと体系的な思想家であったが、そうした性格がもっとも顕著にあらわれているのがこの『哲学新案』であ
る。そこでこの著作の中味を少し検討してみることにしたい。
 『哲学新案』において円了は哲学を「総合の大観」と規定している。これは西周以来、多くの先達によって主唱
されてきたものであるが11、円了の思想の特徴はそれを単なる形式的な定義にとどめることなく、実際に体系的に
叙述しようとしているところにある。円了は総合の大観としての哲学をまず「表観」と「裏観」に分け、また表観
を「外観」と「内観」に分け、さらに外観を「縦観」と「横観」に、また内観を「過観」と「現観」に分けて詳細
に論じている。円了によると、「表観」とは相対・有限の側から絶対・無限の世界を観察したものであり、反対に「裏観」
とは絶対無限な一如から相対・有限な現象界を観察したものである。表観が「理性」の立場であるとすれば、裏観
は「信性」の立場であり、前者が「哲学」の立場であるとすれば、後者は「宗教」の立場である。したがって『哲
学新案』で円了が主としてあつかっているのは「表観」である。
 ところで、上述したように、「表観」は「外観」と「内観」に分かれる。「外観」とは客観ないしは物に即して宇
宙を観察したものであり、これに対して「内観」とは主観ないし心に即して宇宙を観察したものである。したがっ
て前者は物質界（物界）の考察であり、後者は精神界（心界）の考察であるといえるだろう。さらに「外観」は「縦
観」と「横観」に分かれるが、「縦観」とは物質界の歴史的形成についての考察であり、「横観」とは物質界の内的
構造についての観察である。前者が宇宙の生成論（進化論12）であるとすれば、後者はその構造論（本質論）とも
いうべきものである。最後に、「過観」とは精神的世界の生成過程についての観察であるのに対して、「現観」とは
その構造ないしは物心の関係についての観察である。したがって「内観」における「過観」と「現観」との関係は、

「外観」における「縦観」と「横観」の関係に対応している。
 さて、以上の枠組みを見ただけでも円了の思想が壮大な体系性と統一性をもったものであることがわかるであろ
う。この体系性と統一性が彼の思想の一大特徴でもある。そしてこうした体系の各々の部門ないし要素に一貫して
いるのが「相含」という観念である。円了はまず「横観」論において物質と勢力が相含し合っていること（物力相
含）を説き、また物質の本体（物元）と現象（物象）、勢力の本体（力元）と現象（力象）が相互に相含の関係に
あると説く。それを「体象相含」とも「象如相含」とも呼んでいる。同様に「現観」においては、心の現象（心象）
とその本体（心如）が相互に相含の関係にあることが説かれ、さらに物的現象の本体である「物如」と心的現象の
本体である「心如」が相含の関係にあること（如如相含）が説かれる。こうして物の現象とその本体、心の現象と
その本体、現象としての物象と心象、本体としての物如と心如との相互の相含が説かれ、宇宙の真相は重々無尽の
相含にあると説かれる。こうした考え方は『華厳経』にある「理事無礙法界、事々無礙法界」の思想を彷彿させる
し、またライプニッツのモナド論におけるミクロコスモス（小宇宙）の観念やスピノザの汎神論とも多くの共通点
を有している。またこの点が日本における現象即実在論の共通した特徴にもなっている。
 以上のように相含説は円了の純正哲学の根本思想であって、外観における生成論（輪化説）も、また内観におけ
る因心説（心的世界の生成論）も結局この相含説の一面にすぎないと考えられる。またそれは一元論でも二元論で
も多元論でもなく、唯物論でもなければ唯心論でもなく、経験論でもなければ理性論でもなく、懐疑論でもなけれ
ば独断論でもなく、むしろこれら「諸説を総合集成したる相含論13」である。ここに「総合の大観としての哲学」
観が有体に表現されているといえよう。このように、既存のいかなる立場にも偏することなく、それらをいずれも
一面的として斥けると同時に、また「円了の中道」とか「円了の大道」とか称する立場からそれらを総合統一しよ
うとする傾向は、すでに『哲学一夕話』以来、円了の思想に一貫した傾向であったが、それがようやく『哲学新案』
において「相含説」として論理化の端緒を得たといえるだろう。
 しかしながら、そもそも「相含」とはいったい何であろうか。それは、文字どおりに解すれば、相互に他を含み
あうということであろう。例えば物の本体である物如はその現象である物象を自己の内に潜在的に含み、また物象



国際哲学研究 3 号 2014  99

論文

はその本体である物如を自己の内に内在的に含んでいる。このような意味で、物如と物象は相互に相含しあってい
るといえる。するとこの場合の相含関係は因果関係でもって置換される。原因としての物如のなかには当然その結
果が潜在的に包含されているといえるし、反対に結果としての物象は必然的にその原因を内含していなければなら
ない。このことは心象と心如との関係においてもまったく同様である。
 だがもしそうだとすると、いわゆる「象如相含」において、如が象を含むという意味と、象が如を含むという意
味はまったく同一であるとはいえないであろう。それはあたかも原因の内に結果が含まれているという意味と、結
果の内に原因が含まれているという意味が同一であるといえないのと同様である。象如相含という場合に、円了が
主として考えているのは象が自己の内に如を含むという側面である。そしてこの意味での相含は ｢表現｣ とか ｢表
象｣ という意味に近くなり、したがってそれはスピノザの ｢様態｣（modus）ないし、とくにライプニッツのいう
｢表象｣（perception）の概念と符合する。現象としての物象（心象）は本体としての物如（心如）をさまざまな形
で表現しており、一のなかに全を映している。あたかもそれはモナドが宇宙の一部分でありながら宇宙全体を表現
しているのと同様である。円了が相含を説明して、それはあたかも目が宇宙の一部分でありながら、同時に宇宙全
体が目のなかに映されているようなものだと述べているのは、おそらくライプニッツのモナド論における「小宇宙」

（microcosme）の概念を念頭においてのことであったろう。実際、人は小宇宙であり、世界の縮図であり、宇宙の
模型である、と円了は語っている14。
 しかしながら、物如と心如との相含すなわち「如々相含」、あるいは物象と心象との相含すなわち ｢象々相含｣
の場合は少々事情が異なっている15。というのもそれは因果関係でもなければ全体と部分の関係でもなく、むしろ
同一物の両側面ないし両契機であるからである。そしてこの場合の相含の意味は、スピノザのいう並行関係でもっ
てもっともよく説明され得るであろう。物如と心如は一如の二側面である。いわばそれは一如の無限な本質を異なっ
た側面から表現したものであるがゆえに、両者は相互に他を含んでいるといえる。それは ｢思惟」（cogitatio）と
｢延長｣（extensio）が唯一実体の二つの属性であるがゆえに、相互に他を含んでいるといえるのと同様である。ま
た物象と心象は一如を有限な仕方で表現したものであって、それは思惟の属性における心的様態（精神）と延長の
属性における物的様態（物体）との関係と同一である。円了が ｢如々相含｣ を説明するのに、対鏡の相互映写を比
喩として用いているのも16、まさしく物如と心如、物象と心象との並行関係をあらわさんとしたものであると理解
され得よう。
 こうして円了における ｢如｣ と ｢象｣ は、スピノザにおける ｢実体｣ と ｢様態｣ に、また一如、心如と物如、心
象と物象の関係は、スピノザにおける実体（神）、属性としての思惟と延長、様態としての精神と物体に、それ
ぞれ相応しているといえるだろう。ただし円了のいう一如はスピノザの神のように静的な実体ではなく、どこま
でも動的な活動ないし活力と考えられている。けれどもスピノザ哲学においても、神は「能産的自然」（natura 
naturans）であり、一切の事物は神の永遠無限な本性から必然的に生ずると考えられているので、神をすべての動
性の根源として理解することもできなくはない。一方、円了のいう動的な活動としての一如は、あたかも不断に運
動しながら、しかも一所に留まる駒の芯のように、その動性の内に不動性（静性）を秘めたものでなければならない。
 ついでながら、円了の宇宙全図17における物元・力元および理性・信性はスピノザ哲学における ｢無限様態」（modus 
infinitus）の観念に近い。すなわちそれらは本体と現象、実体と様態の中間物であり、また両者の媒介項でもある。
円了がとくに信性と理性を相対的無限と称して、如と象の両界にまたがる機能と考えたのは18、まさしくスピノザ
の直観知と理性知の考えと符合しているといえるであろう。前者（信性・直観知）は絶対より相対に伝達する認識
であるのに対して、後者（理性・理性知）は相対より絶対に向かう認識である。前者は宗教の立場であり、後者は
哲学の立場である。したがってまた宗教と哲学は相互に相含しあう。こうしてわれわれは、円了の相含説は、その
内に若干の異質な要素が含まれているとはいえ、本質的にスピノザ主義の一形態である、と結論づけることができ
るだろう。そしてこのスピノザ主義は、現象即実在論の系譜に属する一連の思想家たちに共通した要素である。こ
れを一言でいえば、内在主義的立場に立った宗教的自覚の論理である。
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３

 井上哲次郎の現象即実在論は「我世界観の一塵」（明治27年）、「現象即実在論の要領」（明治30年）、「認識と実在
との関係」（明治34年）、「唯物論と唯心論とに対する実在論の哲学的価値」（明治44年）、『明治哲学界の回顧』（昭
和 7 年）等の諸論稿によって知ることができる。このうちもっとも浩瀚なのは「認識と実在との関係」であり、ま
たもっとも要領よくまとめられているのが「現象即実在論の要領」である。
 井上の考えでは、哲学の本分は実在の探究にある。したがってこの点で、現象を探究する自然科学とは異なって
いる。しかし実在は現象を離れて別個に存在するものではなく、また現象は実在から独立に存在するものでもなく、
両者は相即不離の関係にある。したがって実在の観念も現象の探究によって得られる。この意味で、現象は自然科
学の対象であると同時に哲学の対象でもあるが、ただ自然科学は現象の特殊な変化物を研究するのに対して、哲学
はそこからさらに常住不変な実在を探究していく。それで哲学の課題は（ 1 ）いかにして実在の観念を得るか、（ 2 ）
実在の観念はいかなるものであるか、（ 3 ）実在と現象はいかなる関係にあるか、を究明することにある。こうし
た哲学観は先に述べた円了の純正哲学の定義とほぼ一致しているといえるだろう。
 さて井上は実在を「無限の通性」（unendliche Allgemeinheit）と規定している。おそらくそれはヘーゲルのいう

「具体的普遍」（konkrete Allgemeinheit）の観念に近いものではなかろうか。ヘーゲルの場合、この具体的普遍は
「絶対者」（das Absolute）であるが、井上は彼のいう無限の通性を仏教的用語を用いて「一如」（tathatā）とも呼
んでいる。井上によれば、現象は世界の差別相であるのに対して実在はその無差別・平等相である。実在と現象は
同一の世界の表と裏もしくは異なった二側面にほかならないから、相互に相即不離の関係にある。「実在と現象と
は吾人抽象して之を区別すれども、是れ本と一身両様同体不離にして根底より異なるものにあらず、現象を離れて
実在なく、実在を離れて現象なく、両者は合一して世界を成19」しているのである。しかるに実在は主観と客観の
差別のないものであるが、一方、現象は主観と客観の差別のある世界である。では主観と客観はどのように規定さ
れるか。井上はそれを実在の観念に到達する方向の違いであると考えている。
 この点に関しては『認識と実在との関係』においてもまったく同様であって、そこでも現象と実在との相即不離
の関係が縷説されているが、ただ同書ではさらに現象における主観と客観との関係にも触れ、それらは単に「論理
的抽象の結果に成るもの」にして、本来かような区別があるわけではなく、したがって主観と客観と実在はいわば
三位一体の関係にある、と主張されている。

     主観を離れて別に実在ありて第三者tertium quidの地位を占むるにあらず、即ち主観客観の差別を失了せる
もの、之を実在Wesenとなす、同一体を差別して対立するものとすれば、主観客観となる、主観客観を融合し
て還元すれば実在となる、真に是れ一にして三、三にして一なりと謂ふべきなり20。

 精神は単に差別のある心的現象として表象されるのみならず、無差別な心的実在としても表象される。精神はこ
うした両側面を有することによってはじめて精神であることができる。変転きわまりない心的現象の根底には常住
不滅の心的実在がなければならず、また我と彼、個人と個人の区別なくしては心的実在もない。井上は「無限の通性」
を一種の活動（Thätigkeit）と同一視し、心的現象をこの活動の結果ないし発現と考えている。あるいはこれをい
いかえて、心的実在は精神の先天的方面であるのに対して、心的現象はその後天的方面であるともいっている21。
 これと同様のことが物的現象と物的実在との関係についてもいえる。例えば現象としての色は無限の差別と変化
を有している。しかし実在としての色は無差別である。というのも無限に差別ある色も元を正せば一個の白光より
分岐したものであるからである。光線はある側面から見れば無差別の白色であると同時に、別の側面から見れば無
限に差別ある色となる。そしてこの点は音や香や味、等についても同様である。
 現象と実在の関係が以上のようなものであるとして、では主観と客観の関係はどのように考えられるであろうか。
 上述したように、井上は主観と客観、心と物との相違は実在に到達する方向の相違と考えている。主観的実在と
いい客観的実在といっても、それはただ実在の観念に到達する方向において差別があるだけであって、実在それ自
体に主観と客観の差別があるわけではない。実在は主観と客観の合一であり、主観と客観の無差別である。それで、



国際哲学研究 3 号 2014  101

論文

先にも述べたように、井上はこうした実在を「一如」と呼んでいる。それは主観と客観の一如であり、心と物の一
如である。しかし以上のような井上の考えでは、主観と客観、心と物といった差別的世界がどうして、またどのよ
うにして唯一実在である無差別的な一如から生ずるのかという点が不明のままである。
 以上のような井上の現象即実在論はシェリングの「同一哲学」（Identitätsphilosophie）を彷彿させるであろ
う。彼のいう実在としての「一如」（tathatā）はシェリングの「無差別」（Indifferenz）としての「絶対者」（das 
Absolute）にあたり、主観と客観は自我と自然にあたっている。主観と客観はいわば同一物の見方の相違であって、
両者の違いは絶対者である一如に到達する方向の違いにほかならない。またシェリングの絶対者が、ヘーゲルによっ
てあたかもすべての牛が黒くなる闇夜のようなものとして批判されたように22、井上のいう無差別な一如からいか
にして主観と客観、あるいは精神と自然という差別的世界が生ずるのかという問題が真に解決されてはいない。井
上の現象即実在論は現象と実在がいかなる関係にあるかをただ論理的に説明しようとするものではあっても、実在
から現象がいかにして生起するのか、主観と客観の差別はいかにして生ずるのかを解明しようとするものではない。
いいかえれば、それは「反省」の立場に立った哲学であって、「生成」の立場に立った哲学ではない。そこでは現
象と実在がいわば表裏の関係にあり、主観と客観が並行の関係にあること、すなわち現象と実在あるいは主観と客
観の相即という論理的関係が主張されているだけで、その生起的関係は等閑に付されている。この点で、シェリン
グの哲学がスピノザ主義であったように、井上の現象即実在論もまたスピノザ主義の一変種と見ることができる。
 われわれは先に井上円了の象如相含論を検討したが、井上哲次郎においても主観と客観、物と心、現象と実在が
相互に相即的で一体不二的な関係にあることが主張されており、また実在が不断の活動として、あるいはまた不可
知的なものとしてとらえられている。そして主観と客観を、実在に到達する方向の違いとして、もっぱら認識論的
観点から区別した点を除いては、その主張の多くは円了の相含論と符合しているといえるだろう。それは日本にお
ける観念論の原型ともいうべきものであり、井上はこうした思想を「現象即実在論」（Identitätsrealismus）とも「円
融実在論」（einheitlicher Realismus）とも呼んでいる。

４

 清沢満之の純正哲学は『宗教哲学骸骨』（明治25年）や『他力哲学骸骨試稿』（明治28年）等において展開されて
いる「有限無限論」もまた現象即実在論の一変種であるといえるだろう。この場合、有限は相対を、また無限は絶
対をあらわしている。また清沢は有限と無限の関係を主として宗教（仏教）との関連で考えているので、同時にそ
れは衆生と仏との関係をもあらわしている。
 一般に、有限は他の有限に対することによってはじめて有限であることができるから「相対」である。また有限
は他の有限によって限定されるから「依立」である。さらに有限は他の有限の存在を俟ってはじめて存在すること
ができるから必然的に「多」であり、また「不完全」でもある。これに対して無限は有限なものの全体であるから「一」
であり、その外に対立するものがないから「絶対」であり、何ものにも限定されないから「独立」である。したがっ
て無限は同時に「完全」でもある。
 以上のように、通常、有限と無限は相互に反対概念あるいは対立概念であると考えられているが、清沢自身は
無限を有限の外に対立している存在とは考えず、反対に有限の内にあって内から有限を包むものであると考えて
いる。そしてこの点で、ヘーゲルの「真無限」（wahrhafte Unendlichkeit）あるいは「具体的普遍」（konkrete 
Allgemeinheit）の考えに近い。清沢は有限と無限を異体ではなく同体であると考える。そして両者は相互にその
一方が他方を含みあう関係にあると見る。そして有限と無限のこのような相即的な関係を、有機体をモデルにして
考えている。
 有機体においては、各々の要素は単独なものでありながら同時に他の要素と密接に連関している。そのどの部分
をとってもそれ自身で独立しているものはなく、他の部分と切り離すことのできない相依相待の関係にある。例え
ば手は身体の他の組織や器官と連関してはじめてその固有の機能を果たすことができるのであって、そうした連関
を失うと、手としての機能を充分に果たすことができなくなる。また反対に、例えば手が切断されて手としての機
能を失うと、かならず他の組織や器官に重大な影響をあたえる。こうして手は他の組織や器官と緊密に連関してお
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り、相互に相集まって全体としての身体を形成している。
 だとすれば、手が手であるのは、その手のなかに他のすべての組織や器官が含まれているからだということにな
るだろう。すると手は身体の一部でありながら同時に全体でもあることになる。すなわち手という部分のなかに身
体という全体が含まれていることになる。この意味で、手は身体の部分であると同時に身体全体を表現しているの
である。そしてこのことは足や目や口やその他のすべての器官についてもいえる。
 さて清沢は部分と全体のこうした相即的で相補的な関係を「主伴互具」の関係として説明している。主伴互具と
いうのは、各々の有限が自分の機能を全うするに際して、他の一切の有限がその機械（機関）として働いている
ということである。手が手としての機能を全うするには、他の諸器官がその機関として働いていなければならない。
他の諸器官の働きなくしては、手は手としての機能を全うすることができない。これを一般式で表現すれば、Ａが
Ａであるためには、Ｂ・Ｃ・Ｄがその機関として働いていなければならず、ＢがＢであるためにはＡ・Ｃ・Ｄがそ
の機関として働いていなければならない。世界において一つの有限が「主公」（主人）となるときには、他の一切
のものはその「伴属」（家来）となって、互いに相具足していることになり、この主公と伴属が相俟って無限の全
体を尽くしているのである23。こうして無限の世界があることになり、また無限の世界が相互に重なり合っている
ことになる。
 このような主伴互具の思想は『華厳経』の重々無尽の思想を彷彿させるが、同時にまたそれはライプニッツの単
子論と相通ずるところがある。各々の有限は全体の部分であり構成要素であるが、その有限のなかには他の一切の
ものが含まれているから、それは一つの小宇宙であって、それぞれの有限のなかに世界全体が映されている。
 ではこの有限と無限の因果関係はどのように考えられているか。清沢はそれをもっぱら宗教的関係からとらえよ
うとしている。清沢によれば、宗教の核心は有限と無限との合致にある。その場合、一方には、有限なものが自己
の内にある無限を開発して自ら無限になる道があり、他方には、有限なものの外にある無限が有限を導いて無限に
いたらせる道がある。前者が自力門であり、後者が他力門である。これを衆生と仏に当てはめてみれば、自力門は
衆生自身が自らの力でその内なる仏性を開発して仏になる道であるのに対して、他力門は衆生の外なる仏（阿弥陀
仏）が衆生を導いて仏にいたらせる道である。前者は因性無限であり、後者は果体無限である24。
 このように清沢は彼の説く有限無限論が仏教の自力門と他力門に適合すると考えている。しかし、同じく無限と
いっても、そこには内なる無限と外なる無限が考えられており、それが自力門と他力門に相当すると説かれている。
けれども、上述した有限無限論からすれば、外なる無限はいわゆる悪無限であって、真の無限とはいえないのでは
なかろうか。無限は本来、内なる無限であるはずであって、外なる無限は真無限ではなく、一種の有限的無限であ
ろう。それは内なる無限が対象化されノエマ化されて超越的方向に考えられたものである。このように外にあると
考えられた無限（阿弥陀仏）の本体は、じつは自己自身の内なる無限であると考えられなければならないのではな
かろうか。果体無限の根拠は因性無限にあり、もともと有限と同体である因性無限が自己外化（清沢の用語でいえ
ば異体化）したものが果体無限である。だとすれば有限なものが自己の内なる無限を展開して自ら無限になる道す
なわち自力聖道門こそが本来の仏教であり、有限なものの外にある無限（阿弥陀仏）が有限（衆生）を導いて無限
にいたらせる道、すなわち他力浄土門は本来の仏教から逸脱した堕落体ということになるのではなかろうか。
 以上のように論理的な意味での有限と無限の関係は因果的あるいは宗教的意味での有限と無限との関係に正確に
は符合していない。とくに仏教においては唯一の無限（仏）ではなく、複数の、というか異なった種類の無限が考
えられている。いわゆる三身つまり法身・応身・報身はいずれも無限である。そこには内なる無限もあれば外なる
無限もあり、自者としての無限もあれば他者としての無限もある。仏を無限と考える場合、その無限は本来の論理
的意味での無限ではなく、宗教的意味に転化された無限である。そしてそこではいくつもの異なった無限の存在が
想定されているから、以上のように衆生と仏の間の宗教的関係を有限と無限の間の論理的関係で説明しようとする
のは無理がある。そうした比論は自力聖道門については当てはまっても、他力浄土門については当てはまらないで
あろう。
 しかし紙幅の関係で、この点についての考察はこの位にとどめておいて25、最後に清沢の転化論を見ておきたい。
 転化とは事物の変化や運動を表わすのに清沢が用いた用語である。清沢は事物の変化に進化とともに退化をも考
えているので、その両方を表わす言葉として転化という言葉を使用している。清沢の転化論の特徴は、彼が進化
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を有限より無限に向かう変化として、また退化を無限より有限に向かう変化としてとらえようとしている点にある。
清沢によれば、進化はただ有限なもの同志の間にのみ適用されるのであって、有限と無限の間には適用されない。
有限と無限の関係が成立するのはただ宗教的関係においてのみであるという。しかしその場合、有限は無限に進化
するのではなく、もともと有限が潜在的に内にもっていた無限を自ら開発するのである。有限は無限という異体に
変化するのではなく、もともと有限と無限は同体であって。有限が内なる無限を自覚するのである。そしてこの点
が清沢の現象即実在論が両井上の見解と異なるところである。有限と無限は「同体並立」の関係にあるのであって、

「異体前後」の関係にあるのではない26。有限のあるところ、そこに無限もあり、無限のあるところ、そこに有限
もある。有限が進化して無限になるのでもなければ、無限が有限に転化するわけでもない。たとえ有限と無限の関
係を開発と呼ぶとしても、有限がそれ自身で無限と化すのではなく、因縁果の理法にしたがい、無限の真如と有限
の無明が相結合してはじめて万法の果が生ずるのだという27。有限はその対立物である無限に転化するのではない。
有限は有限のままで同時に無限に転ずるのである。それはちょうど珠玉はどこまでも珠玉であるが、それを切磋し
啄磨することによって絢爛たる光輝を放つようになるのと同様であるという。このように清沢の現象即実在論にお
いては、現象すなわち有限なものは自覚や実践を通して実在すなわち無限にいたると考えられている点が、両井上
の思想とは大きく異なっている。即が同時に即非であるという側面が顕著になっている。われわれはそこに一歩の
長をみとめなければならない。
 また、これと関連して清沢は宇宙の万法が相互に連関しており、その一々が宇宙全体の真理を具有しているとい
うことを説いている。清沢のこの「万法相関の理28」には華厳経の重々無尽の教説やライプニッツの単子論と共通
した思想が見られるが、既述したように、これまた現象即実在論に共通した特徴である。

５

 最後に、西田幾多郎の『善の研究』（明治44年）における純粋経験説を見ておこう。純粋経験というのは主客未
分の統一的な意識現象のことをいう。宗教家の「三昧」（samādhi）や芸術家の「神来」（inspiration）の境地がそ
の典型である。例えば修行僧が「禅定」（dhyāna）の状態にあるがごとき、あるいは画家が「霊感」に打たれてい
るがごとき状態である。こうした意識現象においては、意識は厳密な統一的状態にあり、そこでは主観と客観は未
だ分離していない。というよりも主観と客観の差別や対立を既に超越している。いいかえればそれは分別以前の世
界であるというよりも、むしろあらゆる分別を超えた世界である。仏教でいう平等的・無差別的世界である。そし
てこうした理想的なあるいは究極的な純粋経験のことを西田は「知的直観」とも呼んでいる。それはあらゆる差別
が消滅した「主客相没、物我相忘」の世界である。
 しかし西田は一方では、自他や明暗の区別もつかない嬰児の未意識状態や、感覚や知覚のような直接経験の段階
をも純粋経験と呼び、否それどころか意味や判断のような反省的思惟の段階をさえも純粋経験であるといっている。
けれどもそもそも反省作用は分別や差別の働きを前提してはじめて考えられるから、それを純粋経験と呼ぶのは少
しく不合理であるようにも思われよう。実際、西田自身も次作『自覚に於ける直観と反省』（大正 6 年）においては、
反省を、直観（純粋経験）にとって外的で対立的な契機であるということをみとめている。そしてこの直観と反省
は自覚の観念によってはじめて内的に統一されると主張している。すなわち自覚においては自己を反省するという
ことは自己に何かを加えることであり、新たな自己を直観するということである。またそうした新たな自己を直観
するということがさらなる自己反省を生むのである。こうして自覚においては直観が反省を生み、また反省が新た
な直観を生むことによって、不断に自己自身を展開していくと考えるようになった。
 けれども『善の研究』においては西田は個々の純粋経験から出発し、また純粋経験によって一切のものを説明し
ようとしていたので、分別を前提する反省的思惟の諸段階をも広義の純粋経験と見なす必要があった。いいかえれ
ば反省的思惟が純粋経験にとって外的な契機ではなく、純粋経験の発展において欠かすことのできない内的な契機
であるということを主張する必要があった。そこで、西田は、意識の統一とか不統一とかいっても相対比較の問題
であって、一見すると分裂していると思われる意識も、より低い分裂的意識から見れば統一した意識であるといえ
るし、反対にまた外見は統一していると思われる意識も、より高い統一的な意識と較べれば分裂した意識であると
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いえるということ、あるいはまた意識の体系的な発展において意識の内的な分裂はより大なる意識統一へと至る不
可欠の要素であり、必然的な契機であるという理由をあげて、反省的思惟をも一種の純粋経験であると主張してい
る。いささか弁解がましい答弁といわざるを得ないが、ともかくこうして「純粋経験の事実はわれわれの思想のア
ルファであり、オメガである29」と主張されている。
 さらにまた西田はこうした種々の純粋経験の背後ないし根底に「統一的或者」あるいは「根源的統一力」の存在
を想定し、前者は後者の分化・発展の諸相であると考えていた。この根源的統一力は、『善の研究』の第 3 編「善」
においては、いわば個別的意識現象である個々の純粋経験に対する普遍的意識現象として「一大人格」とも「精神」
とも呼ばれ、また第 4 編「宗教」では「神」とも呼ばれている。そしてその後の西田哲学の展開を略述すれば、こ
の普遍的意識作用である根源的統一力が『自覚に於ける直観と反省』では「自覚」と呼ばれるようになり、さらに
この自覚は「自覚の自覚」としての「絶対自由意志」へと神秘化され、そして『働くものから見るものへ』（昭和
2 年）の「後編」では、その極限において一転して「絶対無の場所」として論理化されていった。それは純粋経験
から純粋経験自身の自覚へ、また純粋経験の自覚から純粋経験の自覚の成立する場所への展開であり転回であった
といえる。西田哲学は一言でいえば自覚の哲学であるといえるであろうが、それは正確には純粋経験自身の自覚で
あり、さらには純粋経験の場所的自覚である。自覚とは、西田の定義によれば、「自己が自己を見る」ことであるが、
この自己とは純粋経験にほかならないから、それは純粋経験が純粋経験自身を見ることである。また自覚は正確に
は「自己が自己に於て自己を見る」ことであるから、それは純粋経験が自己の根源（絶対無の場所）において自己
自身を見ることである。そしてそれは同時に絶対無の場所が自己の内に一切のものを自己の影として映すことでも
ある。このように西田哲学においてはつねに主観と客観が分離されていないと同時に個と普遍が相即していると考
えられている。自己（主観）が自己（客観）を自己自身（普遍）において見るのである。それは同時に自己（普遍）
が自己のなかに自己（客観）を自己自身の影として映すのである。後期の西田哲学の用語を用いていえば、内即外・
外即内であり、一即多・多即一である。
 しかしこうした西田哲学の展開を論ずるのは本稿の意図ではないので、ここでもういちど『善の研究』における
純粋経験の思想に戻って考えてみなければならない。
 前述したように、西田の純粋経験の思想には主観と客観の一致という要素と個と普遍の相即という要素があった。
したがってそれは現象即実在論の二つの要件を満たしている。実際、純粋経験や実在を論じた『善の研究』の第一
編や第 2 編においてばかりでなく、例えば同書の第 3 編「善」では、「元来、物と我と区別あるのではない。客観
世界は自己の反影といい得るように、自己は客観世界の反影である30」といわれ、「天地同根万物一体31」であると
いわれ、さらには「われわれの真の自己は宇宙の本体である32」といわれている。また同書の第 4 編「宗教」にお
いては神人同性説が説かれ、また神と宇宙との関係が「芸術家とその作品」の関係ではなく、「本体と現象」との
関係であり、宇宙は神の「被造物」ではなくて、その「表現」であると説かれている。万物は唯一なる神の表現で
あって、「我々の個人性は神性の分化せるもの」であり、「神と我々の個人的意識との関係は意識の全体とその部分
との関係である33」と述べられている。したがって神は人間および宇宙の根本であって、われわれが神に帰すとい
うのはその本に帰すということにほかならないといわれている。
 このように西田の純粋経験説は現象即実在論の系譜に属しているが、両井上との違いは、清沢と同様、そこに自
己否定や自覚の契機が強調されていることである。この点は、例えば「真の自己を知り神と合する法は、ただ主
客合一の力を自得するにあるのみである。しかして、この力を得るのは我々のこの偽我を殺し尽くして一たびこの
世の欲より死して後、蘇るのである34」という言葉や「自己の全力を尽くしきり、ほとんど自己の意識がなくなり、
自己が自己を意識せざる所に、始めて真の人格の活動を見るのである35」という言葉、さらには「自己の主観的空
想を消磨し尽くして全然物と一致したる処に、反って自己の真要求を満足し真の自己を見ることができる36」とい
う言葉等にあらわれている。
 最後に、西田の純粋経験説が他の現象即実在論と異なる点をあげれば、それがきわめて唯心論的な性格を有して
いる点であろう。無論、純粋経験説は主客未分の意識現象をいうのであるから、それ自体は唯物論でも唯心論でも
ない。そうした二項的対立を超越した立場である。しかし西田はそのような超越的ないし総合的な立場をなお唯心
論的方向にもとめている。というのも神が宇宙の根底であり、宇宙の根源的統一力であると考えられ、いわゆる精
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神はこうした統一力の分化発展における統一的側面であり、反対に自然はその被統一的側面であると規定されてい
るので、結果として精神の自然に対する優位の思想が生ずるのは自明の理となる。実際、そうした唯心論的な考えは、
例えば「真正の主観が実在の本体である37」とか、「実在は精神において始めて完全なる実在となる38」とか、ある
いは「物体によりて精神を説明しようとするのはその本末を転倒したものといわねばならぬ39」といった言葉にあ
らわれている。西田がこの時期、主観的唯心論者であるバークリやフィヒテに親炙したのも、こうした理由にもと
づいているといえるであろう。またそこに、心即理を説く陽明学の影響、あるいは少なくとも陽明学との親縁性を
指摘することができる40。
 西田の純粋経験説が他の現象即実在論と異なる点をもうひとつ指摘すれば、弁証法的性格がきわめて顕著である
ということである。一般に西田哲学は絶対矛盾的自己同一の論理として知られているが、西田自身はそれを場所的
弁証法と規定し、ヘーゲルやマルクスの過程的弁証法とは一線を画している。ここでは過程的弁証法と場所的弁証
法の違いを論ずる余裕はないが41、両者の違いを一言でいえば、過程的弁証法においては現実における矛盾や対立
はより高い段階において綜合され統一されると考えるのに対して、場所的弁証法においては相互に矛盾するものや
対立する者が、その矛盾のままに、また対立のままに同時に自己同一を有していると考えられていることである。
場所すなわち現実の世界自体が本来、弁証法的構造を有していると考えられているのである。そしてこのような矛
盾的自己同一の思想の萌芽はすでに『善の研究』において見られるのである。西田は同書の第 2 編の「実在の根本
的方式」を論じた箇所でつぎのようにいっている。

    実在の成立には、……その根底において統一というものが必要であるとともに、相互の反対むしろ矛盾という
ことが必要である。ヘラクレイトスが争いは万物の父といったように、実在は矛盾によって成立するのである、
赤きものは赤からざる色に対し、働くものはこれを受けるものに対して成立するのである。この矛盾が消滅す
るとともに実在も消え失せてしまう。元来、この矛盾と統一とは同一の事柄を両方面より見たものにすぎない、
統一があるから矛盾があり、矛盾があるから統一がある。例えば、白と黒とのようにすべての点において共通
であって、ただ一点において異なっているものが互いに最も反対となる、これに反し、徳と三角というように
明了の反対なきものはまた明了なる統一もない。最も有力なる実在は種々の矛盾を最も能く調和統一したもの
である42。

 ここでは矛盾と統一は物が内にもっている不可欠な二面であって、矛盾は統一があってはじめて矛盾であること
ができるのであり、反対に統一は矛盾があってはじめて統一であることができるということが語られ、その事例と
して白と黒との関係があげられている。白と黒は相互に矛盾し対立しているが、しかし同時に両者は色であるとい
う点では同じであり、一致している。これに対して、徳と三角のように相互に一致するところのないものは、また
相互に矛盾するということもなければ対立するということもない。もっとも根源的な実在はその内なるさまざまな
矛盾や対立をもっともよく統一したものであるというのである。
 このように『善の研究』においても、現実の矛盾や対立はより高い段階において綜合され統一されるというので
はなく、むしろ矛盾や対立は統一に欠かすことのできない二つの側面であり、したがって事物は内なる矛盾は矛盾
のままに、また対立は対立のままに自己同一を保持している。ここでは、事物の弁証法的な展開や発展が語られて
いるのではなく、その内なる弁証法的構造が語られている。
 また、同章で西田は「実在の根本的方式は一なるとともに多、多なるとともに一、平等の中に差別を具し、差
別の中に平等を具するのである。しかして、この二方面は離すことのできないものであるから、つまり一つのもの
の自家発展ということができる。独立自全の真実在はいつでもこの方式を具えている43」と述べている。ここには、
後の一即多・多即一の思想がはっきりとみとめられる。
 無論、純粋経験説には、唯一実在の分裂と統一を通しての発展という過程的弁証法的な考え方があることは否定
できないが、同時にそこに矛盾は矛盾のままに、対立は対立のままに統一されているという場所的な弁証法があり、
両者が混然一体となっていることを指摘しておかねばならない。純粋経験の分化・発展にしても、そこでいう発展
は同時に根源への還帰と考えられている。前進即遡源、発展即内展である。現象は実在の発展であり、また現象の
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発展はその根源への還帰である。そしてこの点は上記の三人の現象即実在論にも共通した要素であり、したがって
またそれは日本型観念論の特質であるといえるだろう。
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０ 　まえおき

 以下において、筆者が明治期の哲学思想史をその端緒から少しく調べてきたところにしたがって明らかになった
と思える諸点を述べることにしたい。すなわち、いわゆる「西田哲学」には大きな誤解が見いだせ、それが現在ま
で踏襲されたままであることによって、従来の日本哲学研究が遅滞していることを具体的に指摘したいと思う。今
後の新しい研究方法開拓の参考になれば幸いである。
 筆者が気づいた二三の点をまとめていえば、まず第一に、従来の「西田哲学」研究は概して初歩的な錯誤の堆積
ではないかということである。その初歩的錯誤は、『西田幾多郎全集』が出版されたのちも、彼の「日記」や「書簡集」
の内容が研究に反映されず、それまでの評価が改められないまま現在にいたったことである。西田の学術的論文を
研究対象とするだけではなく、彼の「日記」や「書簡」をも「論文」理解のために参考にしていれば、「西田哲学」
の評価は改められたのではないかと思われるほどである。
 二番目の指摘としては、従来の「西田哲学」の研究方法が、一般的な学問的研究の鉄則を無視したことも初歩的
錯誤といえる。すなわち、西田幾多郎は明治期の末近くに登場したのであり、過去を糧にして自分の学問を築いて
きたはずである。明治期思想史をその始まりから、つまりは初めて哲学科がつくられた東京大学の創設期からの思
想潮流を順次精査したうえで、西田の発言内容を吟味すべきであったのである。そうした冷静な客観的研究方法を
怠ったために、突如「西田哲学」を発見したと感激に捕らわれて、学問研究の王道を踏み外したと思われる。
 そうした感激の一例として、柳田謙十郎が著した『実践哲学としての西田哲学』の「緒言」などを挙げることが
できる。柳田はいう。「限りなく深く豊かな天才的精神の自発自展的統一としての独自な発展をとげ来った我が西
田哲学」と賞賛している（ 1 ）。この柳田の著書は昭和14年に初版が出たが、その「序」をそこで賞賛される当人の
西田幾多郎が書いている。これは「西田哲学」に関して例外的な評価あるいは感激であろうか。また師弟間の情誼
的関係自体は望ましいものではあるが、仲間意識の中では客観的学問性と批判力の育ちにくい環境を生みがちでも
ある。
 西田の美文調の論説展開にはたしかに人を魅了する力があり、その 虜

とりこ

になりやすいことを認めなければならな
い。西田個人の生活に付随した「悲哀」に惹かれる「西田哲学」研究も同類に思われる。感激や「悲哀」といった
情的傾向性によって「西田哲学」は浮き上がり、学問性は容易に見失われるのである。文章の魅力とそれによって
惹き起こされる感激は主観的には高い価値をもちうるが、客観的かつ理性的な見地を逸脱する可能性も大きいこと
に注意すべきであろう。あいかわらず柳田謙十郎のような感激にもとづく研究書は数多くあるのではなかろうか。
それによって日本哲学研究に百年の遅れが生じたといえるのではないか、ということである。
 第三に、上と密接に関係し、わが国の伝統的な仏教哲学あるいは儒教の重要性を完全に忘れ、維新後伝えられた
西洋哲学的思想、いわゆる舶来品の奔流に幻惑されて、日本人としての冷静かつ客観的に思索する道を見失ったと
思われることの指摘である。「西洋哲学の研究者」は仏教の研究方法をもはや知る必要性を感じなくなっていたよ
うである。
 思想界のそうした風潮が「西田哲学の発見」につながったといえる。すなわち、自国の伝統的な思想体系に関し

日本哲学研究の新たな開始にむけて
─「西田哲学」の独自性を検証する試みをとおして─

渡部　清
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ても、外来思想に関しても、十分な知識をもたないままで、新しい思考法に出会って自らの地平が開かれるのを実
感できたときには容易に驚喜する。西田は終生確信的な仏教徒「寸心居士」だったのであり、鈴木大拙の「盟友」
でもあったことを十分に知りながら、西田の学問的姿勢は仏教と、似た点に多少は気づきつつも、結局は別物と思
い込むことにしたのである。
 結果的に日本哲学研究に遅れをもたらした別の大きな原因は、西田幾多郎の文章の「意味」をまず最初にしっか
りとイメージと共に理解することなく、書かれている「字面」に振り回されたといえる。外国人の哲学者の名前と
その関係項目を見ると、それに問題意識を奪われ、結局西田が何を言わんとしていたかがボンヤリと薄まってしま
う。彼が現に語っていることに注目し、本当は何を言おうとしているのかを考えられず、本意から遠ざかるのである。
西田の接ぎ木、あるいは重ね着のような西洋哲学的記述に捕らわれて、その箇所の表面的な解釈にこだわり、結局
そこで述べられる深層の意味全体を整合的に理解することができなくなるのである。いわば彼は古い仏像に舶来の
ブランド品の背広を着せていたのである。重ね着の妙である。それによって、研究は本道からいわば横道に逸れて、
結果的に「独創的思想観」に沸き立ち、西田の先人たちの研究が看過されたのである。
 第三の指摘は、西洋哲学思想がわが国で初めて学ばれたときの学生たちはすでに一定度の仏教と儒教に関する知
識をもっており、その上で東西思想を総合しようとする気持ちを自然にもてたということである。彼らは現代人よ
り以上に自分たちが「日本人」であることを意識しており、その自覚に基づき何らかの仕方で総合化をおこなおう
と努めた。彼らは総合化の成果をひとびとに伝達すれば、ひとびとがより多く哲学的思考力を身につけることで精
神的に成長すると確信していたのである。
 本稿では「日本哲学」に最大の影響を与えた大乗仏教に焦点を合わせて論じるが、そのほかにも、近代の新儒教、
特に王陽明の良知心学を西洋哲学および科学と結びつけた人物として東京大学哲学科一期生の雪嶺三宅雄二郎がい
る。（しかし、本稿では紙面の関係上、三宅雪嶺に詳しく言及することは割愛する。関心ある向きは拙稿をお読み
頂ければ幸甚である（ 2 ）。
  東西の哲学思想を総合する試みこそ、明治初頭の若き哲学者たちが新しい近代国家としての日本のために必要と
したことであり、それが日本哲学の最初の特徴であり、西田以後も田辺元、三木清、和辻哲郎等々とつづく文化的
創造の営為である。
 以上の指摘は冷静かつ客観的にわが国の学問的伝統をその始点から再確認することによって、今後の日本哲学研
究が本来の「哲学すること」の意味を取り戻すことにつながればという切なる願いから発せられる。とりあえず以
上の三点に焦点をしぼって新たな日本哲学研究の始点を提示できれば幸いと思う。

１ 　西田幾多郎自身の発言内容を検証する

 イギリスの著名な哲学史家であったイエズス会士のコプルストン（F. C. Copleston, S. J.：1907-1994）は古代
ギリシアから20世紀の実存哲学、構造主義そして論理実証主義などにいたる卓越した西洋哲学思想史を書き終えた
のちに、欧米以外の他の国々の主要な思想潮流についても比較研究の視点で同様に興味深い洞察を加えて解説して
いる。彼は数回来日しており、わが国の思想界にも知人が多く、また当然のように日本の仏教と哲学思想との関連
で西田や鈴木大拙、その他の思想家や研究者たちの諸著を（英訳ではあるが）読破していた。そのコプルストンの
発言内容を吟味することが本稿の課題でもある。彼がその文章を発表したのは1980年であることをここに銘記して、
その発言に耳を傾けることにしたい。

 西田幾多郎は日本が西洋に門戸を開いた以来の指導的哲学者と一般に考えられてきているが、彼は仏教哲学の
《空》論を再考することに専念し、その方法としてプラトンから現代の現象学にいたる西洋哲学を研究して関連
する思想を利用したのである」（ 3 ）。

 つまりコプルストンは「西田哲学」の文章を意味内容的には大乗仏教の最重要な哲学的理論である「空」の再考
であると理解し、西田はその「空」論を「プラトンから現象学に至る」西洋哲学史的知識を用いて表現し直したと
語っている。つまりは、西田は「考」を起信論から受けとったのであって、その「考」を彼が生み出したのではな
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い。東西の哲学思想の比較研究に基づく表現の妙とそれによってあたかも新しい哲学的理説が出現したと思わせた
ことが西田幾多郎の真の実績ではなかったのか、そしてそれに気づかずに現在に至っているのが日本哲学研究の実
情ではないかという思いが募る。西田幾多郎の文章の意味を改めて仏教の主要概念と重ねる作業がわれわれには課
せられている。
 空の哲学は、すべてのものは絶えざる生成変化にさらされており、ひとつとして常住のものはない、と説く。生
成変化は仏教用語で「生・住・異・滅」の四相といわれる。すべては忽然と生じ、しばし存在し、やがて変化して
滅するもの、結局は「空」「無常」なるものであると主張される。無常はまた「無自性」といわれる。恒常的では
ない、との意味である。西田的表現では、存在するものは「非連続の連続」である。ただここでいう「空」の哲学
とは竜樹が唱えた理論であるが、それはやがて無

む

著
ぢゃく

と世
せ

親
しん

兄弟によって引き継がれて唯識論に結晶するのである
から、「空」の哲学とは大乗仏教の代名詞として受けとるべきである。いいかえれば、西田は中国古代に成立した
禅仏教の哲学を西洋哲学的論理形態に移し容れたということであり、まさしく「古い葡萄酒を新しい革袋に移し容
れた」とコプルストンは述べたのである。

 そのコプルストンの指摘に密接に関連する発言をわれわれは西田幾多郎自身の日記と書簡の中に見いだせる。ま
ず日記から読もう。それは明治36（1903）年 6 月11日（木）の記述である。

出校。雨降る。入湯。起信論一巻読了。余は時に仏教の歴史的研究をもなさんと欲す。余はあまりに多欲、あま
りに功名心に強し。一大真理を悟得して之を今日の学理にて人に説けば可なり。此の外の余計の望を起すべから
ず。多く望む者は一事をなし得ず（ 4 ）。

 右の文中の『大乗起信論』（ ５ ）とは西暦５00年頃の中国で編まれた、大乗仏教の教義を問答形式で非常に分かりや
すく説いた書のことである。西田は当時アメリカにいた鈴木大拙から依頼されて起信論の漢訳原典を大拙に送って
おり、また大拙がそれを英訳した本（ 6 ）をも受けとり、起信論を熟読していた。大拙も西田と同様に東京大学哲学
科の選科で学んだから、彼らは当時の「印度哲学」講師村上専

せん

精
しょう

の講義や井上哲次郎の講義「東洋哲学」「比較宗
教史」などで起信論について知っていてもおかしくはない。蛇足を付せば『大乗起信論』の漢訳には二種類あり、
多くの場合は真

しん

諦
たい

三
さん

蔵
ぞう

の訳が用いられるが、また別に実
じっ

叉
さ

難
なん

陀
だ

訳もある。後者を大拙は西田から受けとって英訳し
たのである。
 『大乗起信論』が西田に甚大な影響を与えた結果がその日の日記に「一大真理を悟得して之を今日の学理にて人
に説けば可なり。此の外の余計の望を起すべからず。」と書かせたのである。起信論に書かれている「一大真理」
とは何か。それは人間の「こころ」「一心」の問題であり、人生を送る現世の心の働きであり、人生の救い、つま
り究極の心意としての「楽」を如何に得るかの問題である。『七仏通誡偈』によれば「自

じ

浄
じょう

其
ご

意
い

」、自ら其の意（心）
を浄くすることにほかならない。
 『大乗起信論』の著者馬鳴が「仏教」の目的を語る。「人びとがあらゆる苦悩から解放され、究極の安楽（すなわ
ち涅槃）を得られるようにするためである」（ 7 ）。われわれ衆生は日常生活を送る中でさまざまな問題、悩み、欲望、
喜怒哀楽、想念等々で心を悩ます。すなわち、すべての人間は生まれてから五感を働かせて自我主体の認識と判断
をおこなって生きる。そのような通常の人間生活は絶えず変化し流動する事物との関わりであり、喜怒哀楽の舞台
であり、「働くもの」の世界である。人間の通常の実践的世界は仏教的には「苦」と総称される。
 苦からの解放を目指す仏教哲学の出発点は「一心」の肯定である。ただし、一心の本来のあり方を真実の心、仏
教語で「心真如」と名づけ、そして誕生後の実践的生活を身体をもって感覚と認識を駆使して送る主体となる心を「心
生滅」と呼ぶ。心真如と心生滅が和合しているのが一心であると説かれる。いいかえれば、仏教はすべての人が心
生滅の世界を脱して心真如の境地に入ることを説く。人間の通常の実践生活を支える「心生滅」は身体感覚、認識、
判断等々を駆使して現象世界を構築するが、それらは「四相」を具えた仮のものとして、その固有の存在は否定さ
れる。すべてのものが変化し生滅することによって、いわゆる西洋哲学的な「実体」（substance）は認められな
いのである。
 すなわち、大乗仏教はいわゆる唯心論の立場をとり、不生不滅の「一心」が唯一存在すると主張し、その本来的
な真実のあり方（「心真如」）と現実の生活実践面でたえず生成変化に見舞われる心（「心生滅」）との「二門」に分
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けて論じる。ただし「一心」は現勢的に活動する心意のことであり、それには宇宙的な根底がある。現実に働くあ
らゆる心意の根源を仏教は「アーラヤ識（阿頼耶識）」あるいは「蔵識」と呼ぶ。あらゆるものが現実に出現する根源、
あらゆるものが納められている倉庫のように考えられている。現代の西洋哲学史ではフッサールの現象学が否認す
る「意識そのもの」は仏教では肯定されるのである。
 仏教が主題とするのは、誕生後の妄想と現象に汚染された世界に苦しむ心（心生滅）と、苦から脱して得られる
清らかな心の境地（心真如）との対比と解消である。通常、起信論のこの構造は簡単に「一心二門三大」といわれ
る。つまり、一心は「心真如と心生滅」との二重構造からなる、つまり「和合」していると仏教は考え、最終的に
人間は真実の心（心真如）に還帰するといわれる。その心が如何に偉大な働きをするか（心作用の偉大な三つの働
きと状態を「三大」という）を考察して、宗教的次元におよぶのである。心真如は別表現として「清浄心」ともい
われる。人生に救いをもたらす心意である。
 若い西田が特に注目した句は起信論の第一章「顕示正義」に書かれる「心真如者即一法界」であろう。その英訳
は、（ 8 ）'The Mind in terms of the Absolute is the one World of Reality'である。この意味はショーペンハウアー
の主著の題『表象と意志としての世界』を思い出させる。別の表現は「清浄心は存在の一切、実在である」、とい
うものである。これが大乗仏教の核心であり、「西田哲学」の核でもある。
 西田は大乗仏教のこの根本教義が自らの人生観に完全に合致する真理と認めて、それを今日の西洋哲学的理論を
もちいてひとびとに説くことに一生を捧げよう、という決意を表明したと受けとめることができる。その決意は『大
乗起信論』そのものの「序分」にその元著者であるインド人のアシュバゴーシャ〈Asvaghosa〉（漢名、馬

め

鳴
みょう

）が
大乗仏教への帰依を掲げたのと同様のものである。曰く、「大乗への正しい信心を起こして、仏教の伝統を絶やさ
ないように努めること」である（ 9 ）。実は「西田哲学」が本質的に仏教哲学であるとの指摘は現代の仏教学者もお
こなっている。その代表が立川武蔵であろう。立川はいう。

 西田幾多郎、田辺元などの京都学派の人々が、西洋哲学の方法を意識しながら仏教思想の近代的、現代的展開
を試みた。この京都学派の試みはかなりの成功をおさめた。というよりも、現代の日本における仏教的伝統に基
づく現代的思想は何かと問われたとき、われわれは西田哲学、田辺哲学のうちの仏教思想に関係する部分を指す
ことになるのである。」（10）。

 西田の別の文章は右に引用した日記の年から40年後、最晩年の昭和18（1943）年 2 月19日の西谷啓治宛て書簡の
中に見いだせる。その書簡で特に西田が専門雑誌の『思想』に発表した論文を読んだ弟子の西谷から、先生の思想
の「背後に禅的なるもの」があるのではないかと問われて、西田は「全くさうであります」と答え、つぎのように
つづけている。

 私は固より禅を知るものではないが元来人は禅といふものを全く誤解して居るので禅といふものは真に現実把
握を生命とするものではないかとおもひます。私はこんなこと不可能ではあるが、何とかして哲学と結合したい。
これが私の三十代からの念願で御座います。併し君だからよいが普通無識の徒が、私を禅などと云ふ場合、私は
極力反対いたします。そんな人は禅も知らず私の哲学も分らず、ＸとＹとが同じいと云って居るにすぎぬ。私の
哲学を誤り禅を誤るものとおもひますから、哲学の立場、宗教の立場もこれからだんだん考へて行きたいとおも
ひます。（以下略）」（11）。

 上の文章中、「私は固より禅を知るものではないが、云々」は西田の日記類をも含む『全集』が公刊される以前
ならば、あるいは信じられたかも知れないが、彼がどれほど禅に専念していたかを知る後世のわれわれには、その
言葉はただの儀礼的なもので、あくまで彼の主張は「（禅仏教を）何とかして哲学と結合したい。これが私の三十
代からの念願という箇所にあることは明白である。起信論に感激して以来、西田は一貫して禅仏教と哲学との結合
をおこなっていることを認めていたのである。
 西田も注意をうながすように、「禅」という語は仏教の教義を正しく知らない一般人には誤解されやすいもので
ある。「禅といふものは真に現実把握を生命とするものではないかとおもひます」と西田は書くが、その意味はや
はり二重である。すなわち、感覚と認識や判断に基づく生活を送る人間の複雑な現実世界を分析して、そこから解
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脱して生きることが真の人間的生命であることの肯定である。
 われわれが知るべきは、禅の理論書が『大乗起信論』であり、西田が禅というとき、実践的には坐禅、理論的に
はまず第一に起信論をつねに考えていたということである。その事情を現代の仏教学者鎌田茂雄が説明する。

 起信論においてとられた〈真如〉や〈一心〉は、禅思想史の根源を形成するものとなり、道家思想の〈道〉の
概念と融和解釈され、中国の禅思想史に継承発展され、真心・心体としてとらえられていったのである。それを
考えると、禅思想史の発見となった起信論の一心や、衆生心の考え方は、すこぶる重要な意味をもつ（12）。

 人間の一心が最終的に目指す境地は「楽」であり、清浄心・心真如であるが、それは妄念による現象に拘ること
がなくなる心意といわれる。拘泥の心が薄まれば、同時に何事に関しても視野が拡大し、平等に、透明にすべてを
見ることができるようになり、「存在の全体」、仏教語で「一切法」「一法界」が出現するということでもある。存
在の全体は近代の哲学用語として「実在」ともいわれる。
 いま右に述べた言葉は起信論ではつぎのようにいわれている。少し引用文は長いが、仏教哲学の中心部分のため
記さなければならない。現代文を引用するが、漢文の読み下し文も分かりやすい。

 すべてのもの（法）は〔すなわちわれわれの意識の対象としてあらわれる現象は〕誤った心の動き（妄念）に
よって種々の異なった 相

すがた

をもって現われている。もし人がそのような心の動きから離れられれば、あらゆる対
象の相は消滅するであろう。それ故、あらゆるものは本来、言葉で〔種々に〕表された相を離れ、名称・文字に
よって示された相を離れ、認識をおこす拠りどころ（心縁、すなわち心の対象）としての相を離れており、徹底
して〔無差別〕平等であり、変化することもなく、破壊することもできない。ただ、これすべて、心そのもの（一
心）であるから、これを（心の）真実なるあり方（真如）と名づけるのである」（13）。

 右の文は清浄心・心真如の必要性について語っている。この後に最重要な文が現れる。
 「もし人が」すべてのものの「すがたをさまざまに心に思いうかべても、真実には思いうかべる人も、思いう
かべられる対象もないと知ることを、〔ものの真実のあり方を〕うけ入れるとよぶ。そして、そのような思いは
からいを離れすてることができれば（離念）、これを〔ものの真実のあり方に〕悟入したと名づけるのである」（14）。

 「思いうかべる人」は漢語では「能説・能念」、「思いうかべられる対象」は「可説・可念」とあるが、前者は「主観・
自我」、後者は「客観・他我」のことである。つまり、主観・自我の働きと客観・他我の意識から離れることがで
きれば、すべてのものの真実のあり方、「真如・実在」に悟入できると、述べられているのである。「自我」と「他我」
との意識を無くすこと、つまり仏教はそれを「二無我」と呼び、心真如の前提にする。「悟入」とは清浄心・心真
如が実在・真如と合致することをいう。仏教的にいえば、清浄心はすべてのものをそのまま映し出す鏡のようなも
のであり、心とすべてのものは差別無く一体化している。その意味で、心は実在になれるのである。問題は、そう
した主客の意識を離れた心は、それは「離念」であり「空」とも呼ばれる。「真如・実在」には主客の働きがない、
つまり「無我」であるから、妄念・現象が完全に「空

から

」なのである。すなわち、清浄心にはそのまますべてのもの
が完全に充満することによって「一切法・実在」といえるが、同時にそこには妄念と現象がないことで「空

くう

」、鏡
にたとえて「空鏡」ともいわれる。「心真如者即是一法界」と上で書いておいた。
 起信論はそのことを次のように語っている。

 「真如」〈真実ありのまま〉ということには二つの意味がある。第一には〈ありのままに空〉「如実空」ということ。
すべての現象は妄念の所産であって、妄念と現象が一切無いからである。第二には「如実不空」ということ。こ
れは宗教的意味のものであり、そこには現象が無い代わりに〔如来の〕徳相が本来具わっている（不空）からで
ある（1５）。

 心真如は「如来」「ほとけ・仏」の心意でもある。真如・実在には何らの意識現象が無いことから「空」といわ
れるという哲学的意味を重視したい。宗教書としての『大乗起信論』はこの真理をすべての人に陳べ伝えて「利益」
を得させるためのものである。コプルストンが指摘していた「空の哲学」とは上のような理説であり、それを『大
乗起信論』が簡潔に語っていることに気づくことが必要なのである。

 さてここで西田幾多郎の処女作『善の研究』の第一編第一章の冒頭で明確に表明されている「純粋経験」の概念
規定をここに引いてみれば、それは仏教の清浄心・平等心、つまり起信論でいう「心真如」を近代的にいいかえた
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ものと分かるであろう。
 経験するというのは事実其の儘に知るの意である。全く自己の細工を棄てて、事実に従うて知るのである。純
粋というのは、普通に経験といっている者もその実は何らかの思想を交えているから、毫も思慮分別を加えない、
真に経験其儘の状態をいうのである。たとえば、色を見、音を聞く刹那、未だこれが外物の作用であるとか、我
がこれを感じているとかいうような考のないのみならず、この色、この音は何であるという判断すら加わらない
前をいうのである。それで純粋経験は直接経験と同一である。自己の意識状態を直下に経験した時、未だ主もな
く客もない、知識とその対象とが全く合一している。これが経験の最醇なる者である。

 「最淳」とは、最「純」、「もっともまじりけのないもの」の意味であり、「もっとも清浄な」経験を語っている。
つまりこの文は「心真如・清浄心」と主観と客観の無い「二無我」の説明であり、結局「空」の境地を語っている
ことになる。その文意が分かり、さらに「純粋経験ですべてを説明したい」というのなら、それは仏教哲学だと予
め思って読めばよいのである。そのうえ、「純粋経験」は何ら特別の経験ではなく、われわれの毎日の生活で最初
に経験する基本的な意識状態だということである。つまり、寝起き後のボンヤリとした意識状態、何かに没頭して
いる際の意識状態、いわゆる広義の「我を忘れている」状態をも意味している。そこでは（まだ）主観も客観もはっ
きりしていないはずである。
 起信論の用語法からも分かるように、仏教哲学において同義語が複数あることに注意が必要である。つまり、「二
無我」の境地は何事にも妨げられない広大な心意であることによって、「すべてが空である」つまり「無」と同じ
ことを意味している点である。なぜなら、清浄心には、何も「存在の認識」は成立してはいないことによって「無」
といえるからである。つまり「純粋経験」は「空」であり「無」なのである。清浄心が「空」「無」でもあるとき、
さらに「絶対

0 0

無」というなら、それは「一心」の根拠・根源のアーラヤ識をも含んで意識の根源底を意味するとい
える。仏教論理としては、清浄心における「空」「無」と「実在」は等価であり、「善」とも等価である。「善」の
概念は『大乗起信論』の「立義分」で、心真如のはたらきがなぜ偉大であるか（用大）を説明する文「能生一切
世間出世間善因果故」、現代語では「〈心真如〉が世間的ならびに世間超越的なすべての善の原因であり結果とな
る」の文、およびこの文中の「善」が対応している。西田は『善の研究』第九章で「善（活動説）」について語るが、
その「善」は起信論のこの部分に対応しているといえる。
 まとめていえば、一心＝真実の心＝清浄心＝空＝無＝実在＝善＝楽＝涅槃＝仏ということになる。これが大乗仏
教哲学の根本原理、禅の真理であり、西田幾多郎にとっての「一大真理」であり、つまるところ『善の研究』の内
容そのものである。仏教の論理はいわゆるプラスとマイナスという対立・矛盾関係を内に包含するところに特徴が
ある。この特徴を井上円了は「中道」という。
 西田が起信論を読んだ時期にもその解説書・翻訳書は数種類あった。その一例が村上専精の『大乗起信論講義』で、
明治33年に井上円了の哲学館の教科書として出版されている。井上円了も明治37年に「起信論」を執筆して簡潔に
述べている。

 仏教哲学の中心は、この『起信論』一部に収まっておるというのも差し支えないほどです（16）。
 大乗仏教の一派として禅宗が実際に六世紀以降の中国において生じるのは『大乗起信論』を実践理論の基軸に採
用できたからである。起信論が禅の母体といえるのである。この起信論はまた日本仏教のほぼ全体に甚大な影響を
あたえた名著でもあるが、特に真言宗や禅宗の起源とすらいえる書である。

 ところで、右の仏教用語のうち、「真如」は近代哲学的な「実在（Reality）」に相当する語と井上哲次郎や有賀
長雄らが翻訳して明治14年に出版したわが国最初の『哲学字彙』に記載されている。
 「Reality 実体、真如、按、起信論、当知一切法不可説、不可念、故名為真如」（17）。「当知一切法不可説、不可念、
故名為真如」は「人はまさにこの点を知るべきである。すべてのものは言葉で表現できず、心に思いうかべること
もできないので、そのことをものの〈真実ありのまま〉とよぶのである」と現代語に訳される（18）。われわれの興
味を惹くのは、"Reality"を説明するのに『大乗起信論』の「真如」概念が参考されていることである。ここで注意
すべきは、言説も思念も言語的弁別をおこなうことであり、実在は「離言」「空」の境地といわれていることである。
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 明治14年に出版されたこの字典には、すでに東京大学文学部で講義された『大乗起信論』の影響が見られるので
ある。当時の日本人哲学者たちは西洋語の"Reality"を仏教的概念の「実体」に置きかえて受けとめ、「実体」即「一
切法（存在者の全体）」は言説や命名を拒否するがゆえに「真如」とする理解を当てはめていた。その当初の「実体」
という語は仏教語であり、それはやがて西洋哲学的概念の「実在」に改められて一般に流布するようになる。仏教
の「実体」は西洋哲学の"substance"を意味するものではない。
 ところで実はこの"Realty"の翻訳は大乗仏教の根本原理を重ねて理解しているだけではない。この翻訳文の中に
は、またフェノロサ（Ernest F. Fenollosa）の西洋哲学史講義からの影響、特にカントの『純粋理性批判』の影響
も見られるといえる（19）。カント哲学の認識論にしたがえば、感覚データを自我が判定して「認識」を産み出すと
いわれるとき、その認識は有限な感官能力のおよぶ範囲の把握、「現象（phenomenon, Erscheinung）」にすぎず、「本
体・Reality・noumenon・物自体」ではない、という見方がすでに学ばれていることをも告げる。それは、逆にカ
ント的認識論の骨格は『大乗起信論』の中ですでに論じられていることになり、明治十年代の哲学青年たちは六世
紀の仏教哲学者と、それから1300年後の近代ドイツの哲学者が同様の見解を述べていることを知っていたのである。
 仏教学者も「実在」と「真如」を重ねて理解することの正当性を確認する。それは井上円了の弟子で、旧来の宗
派仏教を改革する必要性を説いていた「新仏教運動」の代表者境野哲の意見である。新しい仏教は「真如」を目指
すことで一致できるという。

 大乗仏教の根本原理、第一義は何であるかと申しますと、無我か、無常か、中道か、阿弥陀如来か、大日如来か、
一心か、仏性か、其の何れであるかと考へて見ますると、畢竟真如である、実相である。無我も、無常も、中道
も、仏も、一心も、つまり真如の変名である。此の一つの真如が、御経により、宗旨により、其の他の場合によっ
て、種々の変名で現はれて来て居るのであるから、今は一般に此の真如といふ考を以て仏教の根本義と見るのは、
一番穏当であらうと思ふのであります。此の真如即ち真実如常のものがあるといふ考を、当今の言葉で申します
と実在といふので、此の実在が平等即差別、差別即平等で、此の世界の外に別に真如があるのではない、実在が
あるのではない、理即事、事即理であるといふ風に説く時には、仏教の根本義は、之を当今の言葉で汎神的実在
論と申すのであります。我々新仏教徒は、自由討究を主張するにも拘はらず、此の汎神的実在論には、皆一致し
て居ると断言出来ると思ひます（20）。

 時折「真如」あるいは「実在」を「キリスト教的神」に重ねて理解しようとする「西田哲学」研究者がいるが、
キリスト教的な創造神や存在自体は仏教の全歴史の中でまったく考えられず、キリスト教的な絶対者と混同しては
ならない。「禅宗の絶対者」について語るコプルストンの言葉に再び耳を傾けよう。

 禅仏教の絶対者は存在論的に此の世から離れた超越的現実ではない。それは現象的な世界であり、いわば現象
界の内面であり、覚醒した者によって観られるものである」（21）

 コプルストンのいう「覚醒した者」とは「清浄心のひと」のことでありその完成者が「如来」「ほとけ・仏」である。
また臨済のいう「赤肉団上に一無位の真人あり」（赤肉団上有一無位真人）の「真人」でもある。西田幾多郎も『善
の研究』における「宗教論」でも、それ以後も一貫してキリスト教的神観念を拒否している。西田にとっての「神」
観は特に『場所的論理と宗教的世界観』（22）においてたびたび仏教徒として主張されている。当然、西田の宗教観と「真
如」観が同一の意味のものであることは改めていうまでもない。
 以下で、現今の「西田哲学」評価と異なる、上記見解の検証を試みながら、同時に従来の「日本哲学研究」の実
態を吟味したいと思う。
 ここで前もって仏教哲学のいくつかの主要な特徴を西洋哲学的思考法と対比するかたちで知っておくべきであろ
うが、そのまえにわれわれは『大乗起信論』が明治期の哲学界でどのような評価を受け、同時にそれがどのように「日
本哲学」の成立と関わるかを知らなければならない。いいかえれば西田幾多郎の以前にも起信論を自己の哲学的思
索形成のために利用した人物はいなかったのかという問題でもある。この問題は従来の日本哲学研究に完全に欠落
していた重要部分であり、ここから改めて日本哲学研究は開始されなければならない。実際に、「日本哲学」を専
攻するある研究科が「代表的思想家」と認める人物のなかに、井上哲次郎も、三宅雪嶺も、井上円了も含まれてい
ない状況がそのまま研究水準を表している。
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２ 　近代日本哲学史における『大乗起信論』の位置

 ここで西田以前の「哲学」研究と『大乗起信論』との関係を確認しておくことが必要である。その際まず第一に
われわれが知るべきことは、明治12年以降の東京大学文学部で曹洞宗の僧侶であった原坦山が「仏書講義」（後に「印
度哲学」と改名）を10年間にわたって、ただし隔年講義として、担当した事実である。この「仏書講義」を日本哲
学研究の出発点として注目しなかったことが、今日の研究に大きな遅滞をもたらしたともいえる。仏教の講義と日
本哲学がどのように関わるかがまったく無視されたまま今日に至っていることに気づかなければならない。    
 明治12年の東京大学文科大学の教員人事を見るとつぎのように記載されている。

 11月2５日原坦山に嘱し仏書を講ぜしむ。西洋哲学に偏せず東洋哲学にも兼ね渡るべき事は、日本の大学として
最も緊要なることなれば、仏書を授くるの必要なることは言ふまでもなし。当時東洋哲学を重要視する傾向漸次
生じ、14年に至り哲学を西洋哲学と改め、印度及支那哲学を加ふるに至れることは、前既に述べたるが如し。今
仏書を講ぜしむることは、印度哲学開講の濫

らん

觴
しょう

と謂ふべし。但当時は未だ正科となるに至らざりき。」（23）。
 わが国における哲学研究は西洋哲学のみではなく、東洋哲学をも学ぶべきだといわれている。原坦山が仏書講義
に際して『大乗起信論』をしばしば教科書として使用したため、この書が坦山の名講義を通じて大乗仏教を理解す
るための最良の書として再認識されたことが重要である（24）。
 明治元年に維新政府は「神仏分離令」を公布したが、その結果全国に「廃仏毀釈」の嵐が吹き荒れ、仏教は寺院
も信仰も衰退の一途をたどっていた。そうした荒々しい騒乱の直後のことであり、わが国唯一の大学で仏教の講義
がおこなわれることは、仏教の再生として大々的に歓迎されたのである。初代講師の原坦山は、武士出身であるが、
後年自らの過去を回顧していう。

 余の学問はぶち猫の如き学問にて、西洋家もやり、又支那風の孔子流の学問もやり、釈迦流の宗教もやりて見
たるが、かの釈迦の宗教にて学問上即ち哲学にかゝはりたることゝ、また余等の仲間に言ふ『有難屋』とて専ら
有難ひ事をする事とがあるが、余は元来学問の方より入りたること故、『有難屋』の方は下手なり、（2５）と語っている。

 すこし説明を加えると、彼は実際に青年期に江戸で儒学と東洋医学を学んでから仏教研究に転じていたが、さら
に西洋の医学・薬学・生理学・神経学等々をも学んでいる。その上西洋哲学にも少しは通じていたという異色の傑
僧として幕末期から明治の初頭まで仏教界ではよく知られていた。彼は葬式と法事に明け暮れる「有難屋」を嫌い
ながら、仏教を「哲学」とみなして研鑽を積んでいた人物であったから、東京大学聡理の加藤弘之に乞われて仏教
哲学講師に就任したのである。
 ところでこうした坦山の仏教観にもっとも多く影響された人物が井上哲次郎と井上円了であった。井上哲次郎は
晩年に自説「現象即実在論」が大学時代に原坦山の起信論講義からヒントを得たものであることを語っている。

 東京大学となつても未だ外国人の教師が多数であつた。哲学では、フェノロサ氏が主なる先生であつたが、氏
はハーバード大学卒業の秀才で、来朝の時（明治十一年）はまだ漸く二十六才であつた。溌刺たる元気を以て教
へたので、ある尋常ならざる印象を残したように思ふ。…（中略）…長崎の広運館時代から開成学校予科を卒業
するまで、漢学などといふものは全然教へられなかつた。それが東京大学となつて始めて漢学と国学とか教へら
れることになつた。又面白いことには講師として原坦山といふ禅僧が大学に来て、仏典（大乗起信論その他）を
講義することになつた。それで自分は原坦山に就いて仏典講義を聴き、始めて大乗仏教の妙味を知つた。それが
縁となつて其後仏教とは絶つに絶たれぬ関係が出来、今日に至つても大乗仏教の哲学を研究し、之に対して多大
の興味も感じている次第である。東京大学を卒業したのは明治十三年七月で、文学部の第一回生として世に出た
のである」（26）。

 井上哲次郎がいう「大乗仏教の妙味」とは、西洋哲学に多く見られる現象と本体の乖離論（二元論）ではなく、
仏教では現象と本体・実在は人間のなんらかの視点が変われば同一という一元論、すなわち「心真如と心生滅との
和合」を論じる立場を意味している。
 井上円了は坦山によって真正の大乗仏教に目覚まされた。それ以前の円了は自身が寺の子であったことを恥じて
いた。「頭を丸め数珠を手にして一般の人と向かい合うことは一身の恥辱であると思い、一日でも早く寺を去り世
の中に出ることを強く望んでいたのである。」（27）。
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 その彼が東京大学でフェノロサから西洋哲学を学ぶ一方で、明治16年に原坦山の「印度哲学」の授業に出てはじ
めて仏教を「真理」として理解できた。その喜びの結晶が彼の『哲学一夕話』であり、「序」に仏教哲学者原坦山
の名が記されている。その続編ともいえるのが『仏教活論序論』（明治20年）であり、そこには原坦山の名は改め
て書かれていないが、「ただ仏教だけは、その教えが大いに哲学の原理に合致していたのである。…（中略）…仏
教を改良してこれを世界の宗教とすることに決めた。明治18年のことである。これを僕の仏教改良の紀年とする」
と書かれている（28）。東洋の「仏教」と西洋式の「哲学」とを重ねて理解することができたのである。
 井上円了は明治18年の 7 月に大学を卒業するが、前年の 1 月には彼の発意によって「哲学会」が発会し、「当日
入会の承諾を得たるもの、加藤弘之・西周・中村正直・西村茂樹・外山正一・原坦山・島地黙雷・北畠道龍諸氏総
べて二十九名なり」（29）とある。当然、原坦山も仏教哲学者として名を連ねていた。
 その後、円了は自らの出身母体である浄土真宗教団を離れて、各宗門宗派の伝統的な日本仏教ではなく、哲学的
な宗教としての仏教を広めるために生涯を送る決意を固めた。坦山と井上円了の密接な師弟関係は、後述するよう
に、わが国の「哲学会」の創設にも結びついている。
 原坦山の「仏書講義（印度哲学）」の授業には学生たちの他にも、当初は大勢の賓客も列席した。中には東京大
学聡理の加藤弘之や文部省の高官であった西村茂樹の姿も見えた。当時の学生たちには井上哲次郎、三宅雪嶺、年
次は異なるが井上円了、清沢満之等々が含まれる。しかし原坦山に特に私淑したのは二人の「井上」である。来賓
として聴講した西村茂樹はそれまで儒学と西洋哲学には通暁していたが、仏教には親しんできていなかった。そう
した西村が坦山の講義によって初めて仏教哲学の奥深さを知り、以後坦山の授業に出席するだけでなく、坦山の私
宅を訪ねてまで教えを乞い、また自らも多くの経典類を学んだといわれている（30）。
 『大乗起信論』の評価を西田の高校時代の一級上の友人であり、西田を京都大学に呼んだ功労者の一人でもある
松本文三郎はつぎのように解説している。当時の松本は一般的な哲学の講義もしていたし、仏教を専門に研究もお
こなっていた。ちなみに松本も西田も東京大学で明治24年（1891）から井上哲次郎の「東洋哲学」や「比較宗教史」
などを学んでいたため、『大乗起信論』については井上哲次郎から聞くこともできたであろう。当時の井上哲次郎
は自説の「現象即実在論」を何度も発表していたからである。さて松本文三郎の『大乗起信論』に関する評価を聞
こう。

 大乗起信論なる書は片々たる小冊子ではあるが、北方仏教に於ける雑多著述の中、有力なる論部であること
は論を俟

ま

たぬ。又単に哲学の方面からしてのみ之を観察しても、古今を通じ東西に渉つて、比類罕
まれ

なる好著
であるといつて差支なかろう。彼のシオペンハワーが『最高人智の産出する所（die Ausgeburt der höchsten 

menschlichen Weisheit）』と口を極めて賞賛したウペニカート（Oupenikhat 即ち upanisad）は由来印度哲学
の精華と称せらるゝものであるが、今起信論を以て之に比すれば、此は少くとも其叙述の方法に於て、更らに一
頭地を抜いて居ることも明らかである。だから起信論の内容を現代的に説明し、若しくは其思想の由来を歴史的
に解釈するといふことも、甚だ有益な事業である（31）。

 この松本文三郎の文章は実は明治43年以前に書かれたもので、その頃の西田は京都大学で松本の補佐役を務め、
宗教学講座で教えていた。また松本も『大乗起信論』の内容が誰かによって現代的に説明される必要性を覚えてい
たし、すでにそれを西田が実行したと分かっていたふしもある。実際に松本も『大乗起信論』の研究者であり、彼
も西田も東京大学で学んでいた時の教師であった井上哲次郎が自説の「現象即実在論」を「日本主義的哲学」とし
て説明する際に、起信論にしばしば言及していることを知っていたはずだからである。松本には西田の処女作『善
の研究』の主旨が『大乗起信論』の主要教義と概念的に同一であると理解していたと思われる。西田も松本も起信
論の内容が現代的に改めて説明される必要性を強く感じていた。それゆえ松本は述べたのである。「だから起信論
の内容を現代的に説明し、若しくは其思想の由来を歴史的に解釈するといふことも、甚だ有益な事業である」と。
 起信論が仏教哲学の精華であることを熟知する西田の大先輩である井上円了はその豊かな西洋哲学史の知識に基
づいていえる。

 『起信論』はフィヒテの唯心論に似ておるし、またシェリングの説にも似ておる。さらばシェリングの説はど
うかというに、曰く『絶対的理性なるものは、元来主観客観を超越したものであって、全然物と心との両者の区
別をもたない平等一如の体です。宇宙万有はその本質本体をいうと、この無差別平等の一如的絶対理性と全然同
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一なものである』といってあるから、『起信論』の所説とほぼ同じである（32）。
 いま上で井上円了が「『起信論』はフィヒテの唯心論に似ておるし、またシェリングの説にも似ておる」との発
言に、日本の哲学研究者は特に注意すべきであろう。従来ときおり「西田哲学」評として、仏教とドイツ観念論を
混ぜたものといわれることがあるからである。まさしく西暦５00年の中国には西洋で18世紀に現れる観念論的諸問
題が論じられていたし、さらに具体的にいえば、感覚論、心理学、認識論、言語論、存在論、倫理学、宗教論、神
秘主義そして現代の現象学に類似した思想などの問題も論じられている。その意味では、奇妙に聞こえるかもしれ
ないが、大乗仏教の教義を学べば別段、西洋哲学を学ばなくとも「哲学的諸問題」に通じるとすらいえる。西田幾
多郎もそう思っていたであろう。『大乗起信論』には西洋哲学のきわめて広範な問題領域が含まれていることに気
づけば、それを西洋的哲学思想と重ね合わせて理解しようとすることは両者を知るものにとっては自然な知的欲求
と思えるのである。

３ 　東西哲学思想の総合化を図る試みとしての日本哲学

 幕末期に欧米に行くことのできたひとびとの中から哲学者といえる人物が幾人か現れている。西周、津田真道、
中村正直、福澤諭吉、中江兆民などがその代表者であろう。その他にも西村茂樹、加藤弘之などの優れた知性が明
治期の初年を活躍の場としたが、彼らの活動なくして現在のわが国の文化は存在しないといえる。しかし「哲学」
が一般人に本格的に、つまり体系的に、教授されるようになったのは、やはり東京大学の創立を待たなければなら
なかった。
 東京大学文科大学の第一期生として入学したものの中には井上哲次郎の他に三宅雪嶺や岡倉覚三（天心）もいる。
彼ら一期生はみな全国から選ばれた俊秀であるのは当然であるが、当時の若者の学問を学ぶ姿勢が「建国」意識に
満ち溢れていたことである。特に東京大学初期の学生たちはある程度儒学・漢学の素養を具えており、ただの西洋
文化の模倣ではなく、自国の伝統的文化を西洋文化と総合させて新しい近代国家にふさわしい学問を作る意志を強
固にもっていた。
 そうした総合化の努力の最初の例は、井上哲次郎が著した「倫理ノ大本」（33）であろう。この文章の内容は当時
の日本でも大流行したハーバード・スペンサー（Herbert Spence：1820-1903）の各学問領域における「第一原理」
を探求する『総合哲学体系』の影響を受けて、東西の思想家たちのいわば第一原理に関する考えを列挙したものに
すぎないかもしれない。しかしこの文が東西洋に共通する「知恵への愛」を確認し、「哲学者」であることの喜び
をわが国で初めて大声で叫んだものになったことは確かであろう。この「倫理ノ大本」は実際に当時の学生たちに
評判がよかったために加筆した上で、明治16年（1883） 3 月に東京大学助教授になっていた井上哲次郎は『倫理新
説』と改題して発行した。
 その一ヶ月後に彼は『西洋哲学講義』を刊行するが、その「緒言」につぎのように書いている。彼が自国民に西
洋哲学史を講述する意図は、「希臘以来ノ哲学者ガ人心ヲ啓発シタルノ効、実ニ浅少ナラザルヲ覚ユ」るため、先
進国の例にならって、わが国民の精神をいっそう発達させるために「東洋哲学ヲ興サンコトヲ企画」（34）しているか
らである、と。右の文中の「東洋哲学」とは、西洋哲学史から多くを学ぶことで、新たに企画されるべき「日本主
義的」哲学、日本人のための哲学が表明されていると理解してよいだろう。明治の初年を生きていた若者たちにに
とって、新たに西洋文化を知ったことで、東西思想の対話をおこない、その対話交流を通して、日本に適したもの
で、日本をさらに進展させるものを作りたいと希求したのはまったく当然のことだったのである。
 井上哲次郎ならずとも、自国の近代化を推進する責任を自覚する若者、特に大学生にとって、「日本民族は、其
天職を自覚せざるべからず、其天職とは、何ぞや、他なし、欧羅巴文明と亜細亜文明とを融合調和すること是れな
り」と明言できる（3５）。右の発言にある「ヨーロッパ」は「西洋」の代名詞にすぎない。一種の「日本化」願望で
あり、日本の独立感を文化的に確保したいとする意志の表れと理解できる。井上哲次郎が「時代」の中で発言した
内容には問題が多々あったと思えるが、しかし日本人最初の大学哲学科出身者である彼が生涯にわたって「哲学的
に何を考え、それをどのように試みたのか」は日本哲学研究上の重要関心事にならなければならない。
 さらに井上哲次郎は第一回目の 6 年におよぶ留学期間中にも、また明治30年の初夏から半年間パリで開かれた「万
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国東洋学会」に出張した際にも、彼がヨーロッパ各地の有名教授たちを歴訪したときに、多くの学者たちから「貴
国の哲学とはなにか」と問われて、江戸期の儒学史などを部分的に語っていた。そうした外国人哲学者から尋ねら
れた「日本の哲学」に自ら解答を出そうとしていたと考えられる。
 井上哲次郎につづくのは井上円了の『哲学一夕話』（明治19年）と翌年に出版した『仏教活論序論』（36）であろう。
前者は大乗仏教を西洋哲学的に改めてとらえ直して「中道の哲学」として世に問うたのであり、後者は先進国から
流入するキリスト教の圧力を意識しつつ、廃仏毀釈後の新しい仏教の姿を中道の哲学として提示することに努めた
ものである。当時の円了は明治18年に東京大学の哲学科を卒業したばかりであるが、仏教の新しい伝道師として
著作活動をおこなう一方で、「哲学」を国内的に広める必要性を痛感して「哲学会」の創設と運営に奔走していた。
またその他に、哲学書を出版する会社として「哲学書院」と、主として哲学を教授する「哲学館」をも計画してい
た多忙極まる時期でもあった。

 そこで以下では、その後の井上哲次郎が『大乗起信論』をどのように受けとめて、自説としての「現象即実在論」
を発表していったのかを見てみたい。西田幾多郎以前に『大乗起信論』と格闘した先人がいたことの報告である。
 井上哲次郎には多くの業績があるが、もっともよく知られているのは『日本陽明学派之哲学』『日本古学派之哲学』

『日本朱子学派之哲学』の三部作であろう。これらは江戸期の日本哲学史として書かれたものである。彼の自説は「現
象即実在論」であるが、彼はこの構想を明治27年 7 月10日発行の『哲学雑誌』第 9 巻第89号に発表した「我世界観
の一塵」において述べてから、以後数回書き直して発表している。自説を完成させたのが34年の「認識と実在との
関係」（37）である。まず『我世界観の一塵』の中で彼は述べる。

 一切の現象は現象であると同時に実在である、現象の外に現象を離れて別に実在があるといふのでは無いです、
併ながら此観念は余程明瞭にする事が困難であります、困難でありますけれ共夫は多少例を挙げたならば明瞭に
なるかと思ふです、私の云ふのは此客観的の現象といふのは勿論我々に発表して居る側から名つけるのであつて
我々の感覚を離るれば我々に発表して居る通りであるといふ事は夫は云へない事であります（38）。

 井上哲次郎は、現象と実在とは同じであると主張するが、「併ながら此観念は余程明瞭にする事が困難であります」
と悲観的である。問題の所在は、ただ「認識」の純度を上げればよいということになるが、それは可能か。そのた
め、彼はまず最初に、科学的および生活実践的な次元での「認識」が個別的対象・現象を対象にしており、それは
言語的標識化による弁別・差別とそのつどの限定的な把握であり、ものの本体、「実在」に達することができない
ことを語る。そののちに「認識」を越えた理性的直観が実在を把握できると主張する。
 井上哲次郎が原坦山から大乗仏教哲学を学び、それをもとに自らの「現象即実在論」を日本主義の哲学として展
開したかった大きな理由は二つあったように思える。一つは、西洋哲学がなんらかの仕方でキリスト教的思想と関
係があり、結局二元論を採っていることである。天皇が治める日本という国家には別に創造主、絶対的な人格神は
不要と考えていたのである。第二の理由は彼が哲学的に「常識家」だったことによる。つまり彼は客観的実在論者
であった。彼は大乗仏教の唯識論（唯心論）をまさしく文字とおりの空論、非現実論として拒否していたのである。

 空間、時間、因果は我々に先つて客観的に実在して居る、併なから知識としては是等は皆後天的に我々が経験
によつて得るものであります、空間、時間、因果の観念といふ様なものは先天的に我脳中に存して居るのではな
い、夫は只我々が経験を積んで得た所の結果であるけれ共其経験に先つて既に是等のものが客観的に実在して居
なければならぬ」（39）。
 要するに此空間、時間、因果といふ様な事は唯心論者は悉く主観の生ずる所と云ふけれ共我々の考では決して
さうで無い、是等は皆客観的に実在して居るので主観の結果では無い、主観に先つて実在して居る所のものであ
ります」（40）。

 さてここで客観的には、つまり後世のわれわれが見ると、問題が生じるのだが、彼自身はそれほど気にせずに論
を進める。われわれが感じる哲学的疑問は、彼は「現象」と「実在」を区別する必要性をどの点に認めていたか、
である。二元論的思考法を彼は拒否するが、しかし単なる唯物的な経験論者でもない。唯物論的経験論は彼にとっ
て「哲学」ではない。「倫理ノ大本」以来一貫して彼は全宇宙、すべての存在者の背後、あるいは根底に元根拠・本体・
実在を想定し、それを探求することが哲学と信じていたからである。しかしこの哲学的欲求は理論的に成功したよ
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うにはあまり見えない。彼の出した結論は「認識」は弁別作用にもとづく特定の個別的な「現象」を対象としてい
るが、「内部の直観」、つまり理性的な直観は「平等」「無差別」なものを把握できるので、現象の根底に潜む実在を「平
等にして無差別な根底」として把握できると、かなり強弁気味に主張せざるをえなくなるからである。哲学者は「内
部的直観」をもてる、というのが井上哲次郎である。

 例へば、起信論に真如を説きて云く、『一切法従
もと

本
より

巳
この

來
かた

、離言説相、離名字相、離心縁相、畢竟平等、無有変
異不可破壊、唯是一心、故名真如』（一切の法は、本よりこのかた、言説の相を離れ、名字の相を離れ、心縁の
相を離れ、畢竟平等にして、変異あることなく、破壊すべからず、ただこれ一心なるのみなれば、ことさらに真
如と名づく）と、真如は即ち実在なり、是れ内部の直観により領悟すべきものにて、特殊の現象に於ける認識の
如く弁別作用によりて説明すべきものにあらざるなり、起信論の文は此意を叙述して、甚だ明晰」（41）。

 彼は明治34年の右の論文において後半から『大乗起信論』の名とそこからの引用を頻繁におこないながら論を進
めている。明らかに起信論と対話しながら自説を語っている。そのためか、あるところでは起信論の「真如」と自
説の「実在」は同じであるというかと思うと、また別の箇所では自説の「実在」のほうが「現象」の根底としてよ
りふさわしいとも語って自説の独自性を出そうと努めはする。独自性の理由は再び唯心論と客観的実在論との違い
である。唯心論では実在を強調しながらも、（否定されるべき）現象と実在は心のあり方によって異なって見える
だけで本質的に同一と主張する。近代人の井上哲次郎は日常的経験によって把握できる現象、客観的実在、を重視
しながら、さらに現象の根底に「真の実在」があるとして、現象・客観的実在と内部的直観による真の実在との二
重構造を肯定する点が相違する。なぜ彼は現象（客観的実在）と区別される真の実在を追求しなければならないの
か。井上哲次郎の主張では、哲学者が内部的直観をもてると述べて、結局のところ真の実在は哲学者の問題意識と
される。この矛盾点を境野哲は正しく見抜いていた。というよりも井上哲次郎の「現象即実在論」が大乗仏教の理
論と酷似していることに初めて気づき、現象と実在に対する比重の重さについてのみ違いを見ていた。仏教学者境
野哲の洞察結果を聞こう。

 仏教は『現象即実在論』なり、之を実際上に応用して、一心修練の用をなさんがために、三界一心の唯心を談
じたるものなり」。「故に仏教の発足点は衆生の心なり、その到達処は円融の一理（絶対の実在）なり」。「即ち井
上博士と仏教とは、共に哲学上同一の地位に居るべきものにして、井上博士の如く之を区別すべき理由を見ざる
ものなり」。「博士は稍実在よりは重きを現象に置き、仏教は稍力を実在に加へたるか如く思はるゝものなきにあ
らず、若しその枢要の区別といはゞ蓋し此の点にあらんか」。「仏教は実在の上に現象存すといふものなり、博士
にして現象即実在といはば、仏教は実在即現象といふべき歟、現象と実在と不二同体なりといふは一（前に所謂
仏教も現象即実在にして博士と等しといひしは此の点なり）なれども、其の起点は正しく反対の方向を取れり」（42）。

 理論としてはやや整合性を欠くように見えるが、しかし井上哲次郎の努力は日本哲学の最初の大きな試みと出発
点であることに間違いはない。西田とは異なり井上哲次郎は、心真如、彼の自説では「内部的直観」、を認識行為
を科学的哲学的に分析したのちの結論部分に提示した。つまり、西田は最初に心真如を、「純粋経験」を前提にし
て話を順次積み上げていったのである。
 自説の中で、井上哲次郎が、当時のドイツ中心の哲学のほかに自然科学や心理学などを駆使して「認識とは何か」
についてきわめて詳細な研究を遂行している点は日本哲学史上希有な試みだったと評価できるのではないか。井上
哲次郎は起信論から「現象即実在」の考え方を受けついだが、しかしそれを客観的実在論の立場に移して立論する
ことに努めた点で、独自性を発揮したといえる。

 「西田哲学」を学ぶ人はまず第一に仏教の基本を知らなければならない。それは『仏教入門』の書で十分である。
ひとによっては道元の諸著作や中国の禅語録などを勧めるが、それは不要と思われる。基本を知らずに『正法眼
蔵』や『臨済録』『碧巌録』などを読めば混乱がいっそう増すだけである。まずは仏教的諸概念を正しく学んでか
ら、西田が書いた文の文意をイメージ化することが必要である。「純粋経験」「非連続の連続」「場所の論理」「絶対
矛盾的自己同一」「逆対応」などは仏教的思考法の好例であり、西田の重ね着的表現の「底」を見透かすことであ
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る。そうした前知識があれば、彼の処女作『善の研究』は『大乗起信論』の最重要な二概念、心真如と真如の密接
不離の関係を西洋哲学的知識を用いて哲学的かつ宗教学的に表現し直したものであることが容易に分かる。そこで
は、「純粋経験＝実在＝善＝神＝宇宙」と「即の哲学」を見事に敢行しているのであり、完全な仏教哲学である。『善
の研究』が仏教哲学であることを筆者は詳細に論じているので、ここでは略したいと思う（43）。
 前期の主題は心真如即真如、「純粋経験」即実在であったが、中期以降の西田のテーマは「心生滅」が主役にな
る「働くもの」の世界であり、具体的に存在把握と認識をおこなって生きる人間である。しかし「働くもの」は救
われなければならない。救いは「見るもの」の境地にある。言葉を換えれば、「苦」の中を浮遊する人間存在の論
理化でもある。存在把握と認識といっても仏教には「存在そのもの」の概念はないため、仏教哲学では因果論、起
信論で語られる「真如縁起」、簡潔にいえば相対的関係性の中でものの把握を論理として記述する方法である。こ
れは相対性と関係性の図式であり、「場所の論理」といわれる。仏教の存在論・認識論はすべて論理学として成り
立つ。ちょうど、ヘーゲルの観念論の形而上学・存在論が論理学を主体にして成り立つのと同様である。「場所の
論理」の先例があり、それは清沢満之が先輩である井上円了の代理で著した『純正哲学』（44）において展開した問題
でもある。清沢はロッツェ（Hermann Lotze：1817-81）の形而上学・存在論の中で仏教的因果論に似た論理で「存
在」が語られるのに同意して執筆したのである。その他「絶対矛盾的自己同一」などという概念も仏教のもっとも
特徴的表現といえる。
 今後の日本哲学研究者に望みたいことは、明治期の最初から多くの人びとが遂行した「哲学的思索」の動向を冷
静に調べ上げ、その上で「西田哲学」の中後期の内容を仏教哲学と重ねて理解することである。それなくして日本
哲学研究は始まらないであろう。そして舩山信一や三枝博音など先人たちの優れた明治期哲学史研究を批判的に参
考にすることである。

● Key words
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 一般に思想史の研究は、いわゆる「思想の歴史」といわれているように、思想を歴史の地盤において解釈を試み
ることである。西洋における思想史の研究は従来、理念のような概念を重んじ、「Unit Ideas」を研究の目標とし
て求めている。日本における思想史の研究は、思想史的座標軸の樹立をより重視している。この両者に対して中国
における思想史の研究は、「系譜」──思想・人物の脈絡を明らかにすること、「道統」──思想の正当性を表彰す
ることを最も強調している。［葛 2010］ただ、世界のクローバル化に動いている今の時代、中国における日本思
想史の研究は、「国家」という枠組みを突破し、世界の中の日本の研究という視野が現れてくる一方、「日本学」の
深化を目的とする特定の地域的研究として現れている。言い換えれば、今の中国における日本思想史の研究は、「グ
ローバル・ローカル」とも言える特徴を持つようになった。本論では、中国の学者の研究成果に徴して、中国にお
ける日本思想史研究の道筋や実態を概観してみることにする。

一

 周知のごとく、明治維新を実施した日本は、相次いで清の王朝、ロシア帝国に勝ち、一躍してアジアの文明国の
代表となった。この背景の下で、一八九六年の清の政府による官費留学生の派遣をきっかけに、日本留学が中国近
代史上の最大の「事件」の一つとなった。黄遵憲『日本国志』（1887年）、康有為『日本変政記』（1898年）に次ぎ、
日本留学の実践者らが日本の思想を正式に翻訳し、紹介ないしは「研究」する先駆けとなった。ただし、この時期
における日本思想史のいわゆる「研究」は多く、日本思想家の著作・文章の翻訳や紹介に止まり、資料収集、思想
評価のような正式な研究、いわば「学問」の研究には至らなかった。
 一九五八年、北京大学東方哲学研究室が正式に成立した。日本の哲学思想の研究は政府の主導によって創設され
た研究型の学科の一つとなった。この「事件」はただ形式上の道標にすぎないが、中国における日本思想史の研究
は最初から、近代の学科制度によって樹立され、哲学思想という名義で統一され、イデオロギー的批判という色彩
を帯びるようなものであるとも言えよう。それにもかかわらず、朱謙之、劉及辰をはじめとする第一世代の研究者
がようやく日本思想史の正式な研究の端緒を開いた。朱謙之（1899－1972）は「百科全書式の学者」といわれ、『日
本的朱子学』（三聨書店1958年）、『日本的古学与陽明学』（上海人民出版社1962年）、『日本哲学史』（三聨書店1958
年）という三部作は、朱氏の代表的な著作だけでなく、中国における日本思想史研究の最初の成果とも言える。そ
れと同時に、劉及辰は京都学派の哲学を対象に、『西田哲学』（商務印書館1963年）を著し、京都学派の研究にも
励み、後に『京都学派哲学』（光明日報出版社1993年）として世に寄せた。この時期における日本思想史の研究は、
まず、マルクス主義の立場から日本の哲学思想に批判を行い、しかも日本のマルクス主義研究者の研究成果をも紹
介した。次に、以後の研究の前進に便宜と利益を与えるように、第一次の文献資料を収集し、翻訳することに努め
ている、という二つの特徴が挙げられる。
 二十世紀八十年代になると、文化大革命の「停滞」の時期を経て、日本思想史の研究が改めて出発し、王守華、
卞崇道、方昌傑、王家驊、李甦平、金煕徳、劉金才、陳化北、崔世広、韓立紅、王中田らの研究者が大いに活躍し
ている。この時期、中華全国日本哲学会──最大の日本思想史の研究会が成立し、日本思想史の翻訳や研究が全面
的に展開し、多くの新しい研究領域が切り開かれた。そのなかで、王守華、卞崇道編著『日本哲学史教程』（山東
大学出版社1989年）、金煕徳『日本近代哲学史綱』（延辺大学出版社1989年）、王家驊『儒教思想与日本文化』（浙江
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人民出版社1990年）、方昌傑『日本近代哲学思想史稿』（光明日報出版社1991年）、卞崇道編著『戦後日本哲学思想概論』
など総合的研究の著作が世に出された。多くの著作は外来思想と伝統思想とが衝突しあうという背景の下で日本思
想史をとらえ、過去の歴史学的研究方法を守り、新しい資料を発掘し整理することに努める一方、日本文化の研究
に関連して日本思想史の軌跡を辿りながら、日本思想史の連続的「体系」や時代的「位置づけ」を試みて求めていた。
 この時期に、多くの専門研究がなされている。江戸思想の研究という分野において、王守華編『安藤昌益・現代・
中国』（山東人民出版社1993年）、王中田『江戸時代日本儒学研究』（中国社会科学出版社1994年）、李甦平『石田梅岩』（台
湾東大図書公司1997年）、畢小輝『中江兆民』（台湾東大図書公司1998年）、韓立紅『石田梅岩与陸象山思想比較研究』（天
津人民出版社1999年）などの研究成果が挙げられる。その中で、日本唯物主義思想家の研究も、東アジアの視野か
ら日本思想史上の重要な人物の研究も、比較思想の立場から日本思想の追究・解釈も試みられている。マルクス主
義思想の研究においては、一九八〇年代以来、学術交流会あるいはシンポジウムという形を利用して、中国の研究
者は日本人の研究者と一緒に、日本におけるマルクス主義哲学の展開、あるいは戸坂潤、三木清、河上肇、永田広
志を代表とするマルクス主義研究者の共同研究を進めてきた。日本の宗教哲学においては、王守華は一九九七年東
京の農文協出版社を介して『日本神道の現代的な意義』という書を公刊し、中国における神道の研究を切り開いた
先導的業績として高く評価されている。一言付言すべきことは、二十一世紀に入ってから、範景武『神道文化与思
想研究』（内蒙古人民出版社2001年）、王宝平編『神道与日本文化』（北京図書館2003年）、王維先『日本垂加神道哲
学思想研究』（山東人民出版社2004年）、牛建科『復古神道哲学思想研究』（斉魯書社2005年）などの神道研究の著
作が相次いで出版され、王守華教授を核心とする神道研究のグループが形成された。要するに、この時期における
日本思想史の研究は、多くの文献資料を翻訳し、思想史の研究方法をも提示し、二十一世紀における日本思想史の
研究に基礎付けを与えたと言えるであろう。
 二十一世紀になってから、中国における日本思想史の研究が、前代未曾有の活況を呈するに至り、日本留学を経
験した多くの若手研究者が、日本思想史研究の第三世代となってきた。この時期、第一世代はすでに歴史的舞台か
ら退いた。第二世代は学術研究の「指導者」の役割を果たし、著作の翻訳や出版に努め、両国間の学問的対話を積
極的に推し進めている。それから、郭連友、王青、劉岳兵、龔頴、韓東育らを代表とする第三世代は、日本におけ
る日本思想史の研究方法を援用し、日本研究の最新の成果を紹介する一方、独自な研究方法を模索しようとする。
その結果、日本思想史研究は、学問の性格や志向においてはもちろん、その研究方法においても、いずれも「多様
性・多面性・複雑性」の性格を持ちながら展開されている。
 中国研究者による日本思想史研究の問題意識が一体何か、上述した三つの世代が歩んできた研究の道筋から多少
とも考えられるであろう。まず、日本を現代化（即ち近代化、Modernization）の先駆けとして受け入れ、西洋の
受容に成功した日本の思想的軌跡や文化の型の転換を明らかにし、東アジアの文化圏の立場から東アジアと西洋の
問題、或いは東アジアの伝統思想の可能性や未来性の問題を求めようとする。実は、近代以来の中国知識人による
日本への変わらぬ文化的追究は、一つは日本を媒介にして、近代西洋の科学技術を取り入れること、いわば、「工
具としての日本」、今一つは現代化に成功した日本を摂取・模倣の対象とすること、いわば、「方法としての日本」
を求めている。このような文化的追究は、二十一世紀の今の時代にも続いている。
 第二の目的は、日本思想史の研究を歴史的事実の実証的研究に還元させることに努めると同時に、文化の「本質」、
即ち日本の特殊性へ、しかも中国と区別した「文化的他者」としての日本への追究にもかかわっている。たとえば、

『日本的朱子学』の序言において第一世代の朱謙之は、「朱子学は中国の明、清の時代にすでに衰退に瀕しているが、
日本においては百花斉放のように素晴らしき奇観を顕している」。［朱 2002：3］したがって、日本人がいかにし
て中国の学問を受容したのか、中国の学者にとっては、「非常に重要な任務の一つ」であり、とりわけ歴史の文献
資料に基づき、日本思想史の事実的研究をすべきである、と朱氏は主張している。

二

 すでに上述したように、中国における日本思想史の研究は、学科の樹立によって研究され始め、さらに北京大学
という学問の重鎮によって独立の学問としての地歩を固められた。しかも、第一、第二の世代につぎ、第三世代が
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すでに登場したように、日本思想史の研究は、時代の移り変わりとともに一つの大きな転換を示している。本節で
は、中国における日本思想史研究のそれぞれの分野に従い、二十一世紀の前十年だけに範囲を限って、中国人の新
しい研究成果、とくに著書を中心にーー勿論、ここに掲出したのは必ずしもこの期間に出された関係論著のすべて
ではないが、中国における日本思想史研究の方法や特徴に概括的な考察を加えようとする。

　江戸思想の研究  もし以前の江戸思想の研究においては、第一次の文献資料がより重んじられ、思想史研究の
「系譜」あるいは「体系」もより強調されるというならば、二十一世紀になってからの日本思想史の研究は、主題
あるいは人物を中心とするものがその大半を占めている。著書の出版年代にしたがって言えば、劉金才『町人倫理
思想研究』（北京大学出版社2001年）、韓東育『日本近世新法家研究』（中華書局2003年）と『従「脱儒」到「脱亜」：
日本近世以来「去中心化」之思想過程』（台湾大学出版中心2009年）、王青『日本近世儒学者荻生徂徠研究』（上海
古籍出版社2005年）と『日本近世思想概論』（世界知識出版社2006年）、趙剛『林羅山与日本的儒学』（世界知識出
版社2006年）、郭連友『吉田松陰与近代中国』（中国社会科学出版社2007年）、龔頴『「似而非」的日本朱子学：林羅
山思想研究』（学苑出版社2008年）、張崑将『徳川日本「忠」「孝」概念的形成与発展』（華東師範大学出版社2008年）
と『日本徳川時代古学派之王道政治論──以伊藤仁斎、荻生徂徠為中心』（華東師範大学出版社2008年）、蒋春紅『日
本近世国学思想──以本居宣長研究為中心』（学苑出版社2008年）などの研究成果が挙げられ、この時期における
江戸思想の研究の代表作と言われている。
 大雑把に言えば、これらの著作がそれぞれ、近世日本の町人、儒学者、古学派、新法家、維新志士、日本朱子学
者などの「身分」の問題に触れて研究を進めたものであるが、それらが真の意味での「事実的研究」に、如何ほど
の寄与をもたらしたかは、なかなか疑問を感じずにはいられない。このような疑問はともかく、幾つかの特色ある
研究を挙げることにする。まず、王青は「近世儒学者」荻生徂徠の専門的研究を行った最初の人物として、荻生徂
徠の思想に留まらず、さらに「近世思想」の総体性、系統性を求めようとする。それが中国の学者によく採用され
た研究方法の一つであるとは言える。次に、韓東育は朱子学の核心の一つである道徳主義、乃至は「合理主義」の
体系が大いに懐疑された江戸時代の思想的状態をもとにして、近世新法家という概念で荻生徂徠、太宰春台、海保
青陵の思想的軌跡を概観し、「脱儒入法」という近世思想の動きをより強調している。このような実証的・客観的
な追究は、『従「脱儒」到「脱亜」』という書に至ると、さらに「脱儒」と「脱亜」という二つの思想を連続的にと
らえることによって、日本文化の大きな転換における内在的連続性を求めようとする。第三、これらの文献資料を
より重じる著書の中で、中国と日本との二重性の軌道の解釈を試みる比較研究も出現した。『「似而非」的日本朱子学：
林羅山思想研究』において龔頴は、もし「他国・自国」という基準をもとにして「朱子学・林羅山の思想」を研究
するならば、林羅山思想研究の二重性、即ち「日本朱子学の鼻祖」──林羅山の思想の独自性がいったい何であるか、
それから、朱子学の普遍性や可能性をいかにして反省すべきかという二重の意義がおのずから現れてくると主張し
ている。言い換えれば、朱子学の伝播と受容という旧来の研究のパターンから、東アジア内部の多様性という「前
提」への解釈や論証を重んじることが主張されている。第四、すでに述べたように、過去の研究においては、中国
の学問が日本の思想にどんな影響をもたらしたかが最も重視されていたが、実は、近代になってから、日本思想が
中国の近代社会にも多大な影響を与えていた。『吉田松陰与近代中国』において郭連友は、多くの文献資料を収集・
整理し、中国における吉田松陰の思想の紹介と伝播を考察し、近代中国の知識人らがいかにして日本の思想を理解
し、受容したかをも追究した。

　明治哲学・京都学派の研究  明治期の哲学思想は中国の研究者にとって、始終に注目されている対象の一つで
ある。一九八九年、中日共同研究の成果として、卞崇道、鈴木正によって編纂された『日本近代十大哲学者』（上
海人民出版社）という書は公刊された。二十一世紀になって以来、明治哲学、とりわけ京都学派の研究は一つの新
しい局面を迎えてきた。呉光輝は『伝統と超越──日本知識分子的精神軌跡』（中央編訳出版社2003年）のなかで、
西田哲学の東洋的性格を検討した。刁榴は『三木清的哲学研究──以昭和思潮為線索』（社会科学文献出版社2008年）
のなかで、三木清の思想的過程を全面的に紹介し、三木清に関する中国における最初の研究著作として高く評価さ
れている。代麗は西田幾多郎の名著『善の研究』（光明日報出版社2009年）を再び翻訳した。韓書堂は『純粋経験：
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西田幾多郎哲学与文芸美学思想研究』（斉魯書社2009年）を公刊した。ただ、明治哲学・京都学派哲学の研究といえば、
卞崇道の「三部作」の研究を特筆に値するものとして取り上げなければならない。
 一九九六年、卞崇道は『現代日本哲学与文化』（吉林人民出版社）を世に寄せた。その中で、日本の現代化のパター
ンが西洋中心主義の神話を打破し、いつまでも民族的な性格と結びついた独創性を守りつづけている、と卞崇道は
主張してる。さらに、日本資本主義的精神は、「脱亜入欧」の産物でもなく、日本の伝統思想の単純な、現代的な「復
刻」でもない。それはあくまでも東西文化の融合によって形成された独特な精神、かつ現代日本特有の民族的精神
なのであるとも指摘した。［卞 1996：142］二〇〇三年、卞崇道は『日本哲学与現代化』（瀋陽出版社）を出版した。
現代化という問題をめぐって卞氏は、日本の現代化の基点、提出、推進、破滅、完成という各段階に即応し、それ
ぞれの時代的要求に応える日本の哲学思想を一々論述し、「虚学から実学へ、倫理道徳観念の転換、多元的価値観
の再構築、近代的自我の樹立、儒学の再構築及びその社会的機能」［卞 2003：205、295-325］という幾つかの研
究課題を提出した。二〇〇八年、卞崇道『融合与共生──東亜視域中的日本哲学』（人民出版社）という著作は出
版された。この書の中で卞氏は、儒学という伝統からの転換、明治哲学の樹立、日本の哲学の出現などの問題を論
述し、「多元的文化の共生」という根本的理念による東方哲学の再構築という研究課題を提出した。
 もし、最初の二つの著作が日本の独特な現代化のパターンを模索し、現代化を目標とする東洋哲学の再構築を主
張するものであるというならば、今の著作はグローバリゼーションとローカリゼーションの公共哲学を根本的な立
場にして、東西思想の融合と共生の事実に基づき、「多元的文化の共生」という世界の、未来の文化的構造に応え
る新しい哲学思想を樹立すべきであると唱えようとするのではないかと思われる。このような立場は同時に、卞崇
道自身による「現代化」の研究の帰結とも言えるであろう。

　儒学の比較研究  なぜ日本が現代化を成功裏に実現させたかは、中国における日本思想史研究者の共通する関
心の一つである。このような現代化の課題を模索する一環として、儒学の研究が大いに注目されている。王家驊は
一九八八年、『日中儒学の比較』（六興出版社）を日本で出版し、後に『儒家思想与日本的現代化』（浙江人民出版
社1995年）、『日本の近代化と儒学』（日本、東京農文協出版社1998年）をも出版し、儒学が日本の現代化において
プラス的・マイナス的という二重の機能を果たしたという評価を与えた。［王 1995：305］李甦平は『転機与革新
──論中国畸儒朱之瑜』（中国人民大学出版社1989年）、『聖人与武士──中日伝統文化与現代化之比較』（中国人民
大学出版社1992年）という二つの著作を世に出した。前者のなかで、儒学者の朱之瑜、すなわち朱舜水が如何にし
て日本の朱子学派、古学派、水戸学派に思想的影響を与えたかは論じられた。それに対して後者のなかで、日本の
陽明学と中国の陽明学との比較研究を中心に、現代化が必ず伝統をもとにし、伝統が必ず現代化を目標とし、日本
の現代化が伝統文化への改革、さらに転換を求めてこそ、はじめて実現されたものであると主張されている。
二十一世紀になってから、儒学思想の研究においては、劉岳兵の三部作、即ち『日本近代儒学研究』（商務印書館
2003年）、『明治儒学与近代日本』（上海古籍出版社2005年）、『中日近現代思想与儒学』（三聯書店2007年）の研究シ
リーズが出現した。「儒学」という概念のもとで近代日本の漢学者、とりわけ明治以降の人物を中心に、劉岳兵は
もっとも文献資料の発掘や整理に努力し、東アジアにおける儒学思想の比較研究を進めてきた。この三部作の表題
から明らかなように、近代儒学、明治儒学、近現代思想という「背景」の設定から、劉岳兵は儒学の比較研究から
日本近現代思想の探究へと、自らの関心を逐次に転換させたように思われる。劉氏の積み重ねた努力の結実として、
二〇一〇年に出版された『日本近現代思想史』（世界知識出版社）という、中国最初の「思想史」という銘を打った、
総合的に叙述したものである。
 劉岳兵の『日本近現代思想史』という著作が、きわめて実証的・客観的な追究を進めた一大力作として高く評価
されている。その性格を究めてみれば、まず、「九十年代以来の文献学的研究が極めて薄弱である」という欠陥を
補い、第一次の文献資料の使用をより強調し、思想史としての豊富性や可能性を再現しようとする。［劉 2010：
序言］研究方法として、劉岳兵はこの書の序の中で、文献資料の発掘や選別を最も重要な一環とする歴史学的方法
論を重視すべきであると主張している。言い換えれば、「日本近現代思想史」を研究するには、歴史学的方法論を
徹底しなければならない。次に、この書は近代思想の「萌芽」──江戸時代から、戦後の現代思想に至るまで、「歴
史」としての思想史の「面影」、ないしは「枠組み」を顕にした。そこから、明確な「日本思想史」という学問の
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構想がうかがうことができるように思われる。第三に、劉岳兵は政治思想史を中心に、近代・現代の日本思想史を
考察してきたが、「思想論争史」、「庶民思想史」、「女性思想史」といったものも、それから、儒学思想、仏教思想、
神道思想、マルクス主義思想、京都学派哲学、戦後の思潮なども取り上げられている。言わば、日本という一視点
の内部に、世界中の「近代的・現代的」思想が互いに影響しあい、結び付きあう「多様性・多面性・複雑性」の「歴
史的事実」を再現しようとする。

　啓蒙思想の比較研究  啓蒙思想の研究は、中国の研究者によって多くの思想的関心を寄せられたものの一つ
である。ただ、中国の学者は多く、比較思想の立場から研究を進めている。一九八九年、崔世広が『近代啓蒙思想
与近代化──中日近代啓蒙思想比較』（北京航天航空大学出版社）を世に寄せ、一九九一年、王中江が『厳復与福
沢諭吉──中日啓蒙思想比較』（河南大学出版社）を出版した。両者はともに、日本近代啓蒙思想の研究を通じて、
近代思想の内在的脈絡を求め、さらに啓蒙思想と日本の文化、日本の近代化とのつながりを明らかにしようとする。

『日本大正時期政治思潮与知識分子研究』（中国社会科学出版社2004年）に次ぎ、陳秀武は『近代日本国家意識的形
成』（商務印書館2008年）を出版した。この書は、江戸時代の日本が「藩即国」という理念から近代国家という「意
識」への転換を歴史的に考察し、近代日本の国家意識及びその独自性を明らかにし、さらに、このような新しい国
家意識が近代日本に与えた影響、あるいは役割をも検討した。この陳氏による日本政治思想史の研究に呼応し、長
年にわたって研究しつつ、多くの研究成果を挙げた銭国紅は、『走近「西洋」和「東洋」』（商務印書館2009年）と
いう書を出版した。この書は、過去の佐久間象山と魏源の啓蒙思想の比較研究を続ける一方、「中国・西洋・日本：
三点測量的視角」の研究方法を主張し、「西洋のインパクト」という共通の運命のもとで、東洋の日本と中国の知
識人がいかにしてそれぞれの選択をしたかを考察した。
 ただし、ここに一つの著作に言及しなければならない、即ち言語学者・翻訳学者王克非によって出された『中日
近代対西方政治哲学思想的摂取──厳復与日本啓蒙学者』（中国社会科学出版社1996年）という書である。この書
において王氏は、西洋の政治思想の摂取をめぐって、中国の学者厳復と日本の啓蒙学者との比較研究を進め、「西
洋・中国・日本」という大きなスケールのなかで西洋の受容という課題の重要性を考えている。このような比較研
究、二元論的構造ではなく、いわゆる「三点測量」としての比較研究は、今の銭国紅の著作によって正式に主張さ
れるようになった。それは、思想史研究の「座標軸」の移入に新しい構想を提供したのみならず、最も深刻な方法
論的な意義を持つものではあるまいかと思われる。

　現代思潮の「動き合い」の研究  ポストモダニズムの衝撃に伴って、政治学、歴史学という旧来の方法論が弱
化しつつ、まさに「Interdisciplinary」という言葉によって言い現れているように、多くの新しい研究方法が思想
史研究という領域に入ってきた。中国における日本思想史の研究の新しい動きとして考えてみれば、グローバリゼー
ションというコンテキストのもとで、一つの共通の概念をめぐって、「動き合い」という形でなされた現代思潮の
研究は、もっとも顕著な現象の一つであると言えよう。その代表作として、林少陽『「文」与日本的現代性』（中央
編訳出版社2004年）、孫歌『竹内好的悖論』（北京大学出版社2005年）、趙京華『日本後現代与知識左翼』（三聯書店
2007年）などが挙げられる。
 林少陽は『「文」与日本的現代性』のなかで、言語・思想の核心である「文」という概念を手がかりにし、十七
世紀から二十世紀にかけての日本の言語思想、文学理論及び文学的実践を改めて考察し、「現代性（Modernity）」
への反省という立場から批評理論の再構築の問題を追究した。孫歌は『竹内好的悖論』のなかで、竹内好が必ずし
もアジア、中国を実体として捉えるわけではない、それらを日本の現実的歴史に分け入る「方法」として利用して
いると指摘した。その上、竹内好の直面する「ジレンマ」から出立し、いわゆる「近代化」が確かに政治、経済、
軍事による「侵入」の事実としてアジアの外部から由来したが、その原理としてはアジアの内部に求めてこそ、い
わば内部から発した否定からこそ、アジアとは何かという「語る」主体の再構築の意義や可能性がはじめて出てく
ると主張している。趙京華は『日本後現代与知識左翼』において、柄谷行人、子安宣邦、小森陽一、高橋哲哉を代
表とする、ポストモダンリズムの傾向を持つものを取り上げ、これらの「知識左翼」の政治介入や文学批評が、世
界同時性の、ポストモダンリストの「左翼化」という共通の現象を理解することに重大な意義を持っていると考え
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ている。
 現代思潮の「動き合い」の研究というのは、これらの研究が日本の思想史研究と大体同じ歩みを保ち、互いに呼
応しあうのみならず、思想史の研究課題として中国が今、日本と同時に直面しているからである。だから、このよ
うな「動き合い」の研究は、アジアの内部の「多様性」という立場から出発し、同一時代の「位相」におかれた思
想史の諸問題、あるいは思想それ自身の「論理性」、さらに「限界」をめぐって共同研究を行うことに有利である
まいかと思われる。

三

 中国学者葛兆光はかつて、「誰的思想史?為誰写的思想史?──近年来日本学界対日本思想史的研究及其啓示」と
いう論文を発表した。そのなかで、日本思想史の研究者が「始終に『誰の思想史？誰のために書かれた思想史？』
という意識を持っている」［葛 2004：53-63］と葛氏は言及した。では、中国の日本思想史の研究者は如何であろ
うか。上述したものを踏まえて、ここに中国学界による日本思想史研究の対象、内容、方法を手がかりとして、中
国における日本思想史研究の性格をまとめようとする。
 研究の対象については、すでに述べたように、中国の研究者は多く、日本を現代化のモデルにし、日本が成功し
た経験を生かすために日本思想史の研究を行い始めた。したがって、まさに日本思想史研究の事実から明らかなよ
うに、われわれは翻訳──紹介──解読（著述）──枠組みあるいは系譜の確立（「体系」的研究）という過程を
経験してきた。この過程の中で、研究対象として日本は一向に変わらぬが、ただ、日本としての日本とか、東アジ
アとしての日本とか、世界としての日本とかいうように、中国の学者は、日本から東アジア、さらに東アジアから
世界へと自らの視野を展開し、或いは、より事実に基づいて言うと、日本、東アジア、世界という三者を一つに結
びつき、それを日本という存在の「背景」として理解して日本思想史の研究を進めてきたのである。それだけでは
なく、日本という対象は、最初の「文化圏」という概念のもとでの文化的共通性をもつものから、「文化的他者」
にまで考えられ、日本思想史の研究はこのような自己と他者との緊張関係のもとで展開されるようになるとも思わ
れる。
 研究の内容については、儒学研究は主導的な地位を占めている一方、日本哲学への関心がますます強くなってく
る。すでに述べたように、中国学者による江戸思想史の研究は、すでに多様性・多面性の性格を現し、しかも「身
分」の問題をめぐって論争し合っているという活況を呈している。それと同時に、劉岳兵の儒学研究が、明治以降
の知識人を中心にしたもので、新しい視点としてよく注目されている。氏の『日本近現代思想史』という書はいっ
そう中国における日本思想史研究の内容を豊かにし、多くの研究分野を切り開いた。ただし、儒学研究が多少とも
自国の文化的「縁起」に因んでいるかもしれないが、日本の哲学からの刺激を受けた一部の学者は、儒学の枠組み
から離脱し、より普遍的な「知識」の立場から、あるいは「世界」（1）を場として、あるいは「事件」としての思想
史を考えると提唱するようになり、日本思想史に留まらず、思想史の研究に新しい対話の空間や対話の方式を提供
してくるように思われる。
 研究の方法については、多くの中国の学者は第一次の文献資料を重んじ、思想・人物の系譜か正統思想の研究を
行っている。しかし、このような研究の方法は次第に変わっている。言うまでもなく、現今の日本思想史の研究方
法というならば、核心概念の研究史、パラタイム・チェンジの研究方法、「三点測量」の比較研究の方法、「日本学」
という概念のもとでの研究方法、再構築の方法などが挙げられるが、それらの研究方法は、──日本から由来したか、
或いは西洋から由来したかはわからないが──いずれも外来の研究方法をそのまま踏襲したものに過ぎない。この
ような「事実」に遺憾の念を抱かざるを得ないが、ここにおいて留意しておきたい一点は、外来の理論から激しい
インパクトを受けた後、中国の学者は「ポスト・セオリー」の事実に反省を加え、第一次の文献資料を重んじる「歴
史学」的研究方法を再び強調するようになった。まさにすでに述べた「他国・自国」の枠組み、「脱・入」というパター
ンにおける中心・周辺の視野、「融合・共生」の文化の型の再構築から明らかなように、中国における日本思想史
の研究はもはや「過去」の思想的研究ではなく、固定した観念や枠組みにも拘らず、歴史的意識を持つ事実的研究
へと進んでいくのである。葛兆光の提出した「誰の思想史？誰のために書かれた思想史？」という問いが、やはり
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今の研究者にも大きな刺激をもたらしたに違いない。
 確かに、中国における日本思想史の研究は、前代未曾有の一つの高潮を迎えてきたが、このような研究の問題を
指摘しなければならない。まず、「主体性」の問題である。葛兆光の問いを借りて言うならば、われわれは何のた
めに日本思想史の研究を行うのか。文献資料の収集、翻訳、紹介を最も重んじる最初の日本思想史の研究から、「現
代化」とか「日本文化の独自性」とかいった観念をより重んじる今の日本思想史の研究まで、確かにわれわれが数
多くの研究分野の開拓に一生懸命努めていたが、独自な方法論の樹立にはあまり実現されなかったのは、一つの事
実であるといわざるを得ない。今の「東アジア」の提唱、世界がグローバル化に動いている時代になると、中国の
日本思想史の研究は、しかたなく「失語」の状態に陥ってしまった所以である。したがって、第一次の文献資料の
発掘、選別、解釈を重んじることは、われわれにとって「捷径」ならぬ「捷径」なのである。
 次に、われわれが積極的に「対話の立場」を強調しなければならない。日本思想史に内在している批判的意識は、
思想的「座標軸」の転換に顕著に現れている。それに対して、中国人の固有観念として、「和而して同じならぬ」、
あるいは「求同存異」という意識が容易に働かしている。したがって、われわれは多く、「同を求める」という立
場から日本の思想を考え、それを中国思想の「延長線」によく位置づけをしようとする。それゆえに、われわれは
最初から思想史研究の最も重要なもの──批判的意識が欠如しているとも言えよう。たとえ、一定の批判的意識が
あっても、それは「知識」という地平からではなく、感情的表現になりやすいものとなってしまう。だから、われ
われは、「知識」という根本的な立場に根ざし、科学的・客観的に「対話」することを主張し、それを積極的に実
行しなければならない。
 最後に、『融合与共生──東亜視域中的日本哲学』の序の文章を借りて本論の結論にしよう。「客観的に他者を認
識するには、まず客観的に自己を認識しなければなならい。自己の中に他者が入っている、他者の中に自己が入っ
ている。他者の意識を樹立し、他者の立場から、日本の思想や文化を客観的に認識し、研究するのは、筆者が試み
て提出する方法論なのである。中日両国の国境を超え、東アジア乃至は世界の立場から日本、或いは中国の思想や
文化を認識することは、二十一世紀の東アジアの哲学を構築する前提でなければならない。」［卞 2008：3-4］

キーワード：日本思想史、江戸思想、日本哲学、儒学比較研究、現代思想

 ＊本論は、2012年12月31日に亡くなられた卞崇道氏の委託を受け、共同執筆という形でまとめたものである。氏
の代わりに、岩井昌悟教授をはじめとする東洋大学『国際哲学研究』の方々、本論の翻訳にご協力をいただいた大
阪市立大学高坂史朗教授にも感謝の意を表する。

註

（ 1 ） 西田哲学を「世界」という地盤において考え、しかも西洋哲学との対話から（或いは東洋の哲学の内部からも）、西
田哲学の現代的な意義を求めるべきである、と卞崇道は主張している。卞崇道の『現今における西田哲学研究の意義』

（『日本問題研究』、2010年第 2 期に所収）を参考にする。

参考文献

卞崇道 1996 《日本現代哲学與文化》 吉林人民出版社。
    2003 《日本哲學與現代化》 瀋陽出版社。
    2008 《融合與共生》 人民出版社。
劉嶽兵 2010 《日本近現代思想史》 世界知識出版社。
王家驊 1995 《儒家思想與日本的現代化》 浙江人民出版社。
朱謙之 2002 《日本的朱子學》 福建教育出版社。
葛兆光 2004 《誰的思想史?為誰寫的思想史?──近年來日本學界對日本思想史的研究及其啟示》、《中國社會科學》第 3 期、

pp. 53-63



132  中国における日本思想史の研究

    2010 《思想史為何在當代中國如此重要？──葛兆光教授在美國普林斯頓大學的演講》，《文匯報》， 5 月22日。



国際哲学研究 3 号 2014  133

論文

序

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

神なき時代の宗教
──後期西田哲学における宗教の問題──

白井　雅人
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1 　危機に立つ実存──ドストエフスキーなどを手がかりに──

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

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

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

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

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

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

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

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

（Vom Gesicht und Rätsel）。（9-55）

 ニーチェ解釈の妥当性はさておき、西田は近代において肥大化した自我意識の極限としてニーチェの超人を位置
づけ、その超人を永劫回帰という行き詰まりに陥るものと理解するのである。一方、超人思想へと向かう途の他に、

『罪と罰』のラスコーリニコフのように、宗教へと続く途もあると西田は述べている。近代の行き詰まりに西田は
新たな生命の可能性、宗教の可能性を見るのである。このような人間観について、西田は以下のようにまとめる。

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

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

2 　歴史的世界における理性の意味

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

3 　理性の行方

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

    併し人間が恣意的方向に自己自身を踏み越えることは、人間の堕落であり、理性が抽象的方向に自己自身を
踏み越えることは理性の客観性を失うことである（技術が技術の方向に技術を踏み越えることは作為である）。

（……）いつも自己自身を越えて居る歴史的現在の世界は、何処までも自己自身を越える方向に進んで行く。
それが個性化の方向であり進歩であるとともに、又堕落への方向でもある。その極まる点がデカダンである。
一つの歴史的趨勢はそれ以上に行き様はない。（9-58）

 恣意的であるということは人間の本質であるが、単に欲するままに恣意的にふるまうことは、人間性が失われ、
堕落するということを意味する。また、抽象的な理性を突き詰めていくことは、現実から遊離した主観主義の徹底
となり、客観性を失うという結果となる。現実が現実を越えるということは、進歩するということを意味するとと
もに、同時に人間性の喪失と主観の肥大化による客観性の喪失という、退廃の方向性を本質的に含んでいるという
ことを意味する。その結果、それ以上「行き様のない」行き詰まりへと至ってしまうのである。そしてそれは、理
性と人間に本質的に備わった可能性なのである。
 この可能性が現実化したものとして、近代の人間の行き詰まりがあるのである。では、近代の行き詰まりがどの
ように生じたのか、西田の考察を見ていくことにしよう。
 西田はギリシア文化について簡単に言及した後、ヨーロッパの中世文化について、「（……）神と人間とが対立した、
内在的なものと超越的なものとが、どこまでも対立した。而してそれは人間の根源を超越的なるものに求める、即
ち宗教的文化であつた。（……）併し一面には神が人間化せられたとも云ふことができる。それは教会の俗化である。

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

4 　内在的超越──危機の時代における神との通路──

 前節でみたように、近代において我々の生命は行き詰ってしまっている。西田は、その行き詰まりを脱するため
に、「（……）我々は再び創造的自然の懐に帰らねばならない。そこから我々は又新な創造の力を得てくるのである、
我々に新たな生命が生まれるのである」（9-58）と述べる。我々の自己の根底にある創造的な力によって、我々は
行き詰まりを脱して、新たな生命を得るのである。そしてこの創造的な力は、絶対否定の媒介として、超越的なも
のであった。そこで西田は「創造的世界の創造的要素として制作的・創造的なる所に、我々の真の自己といふもの
があるのである。故に自己自身に真に内在的なるものは、超越的なるものによつて媒介せられるものであり、超越
的なるものによつて媒介せられるものが真に自己自身に内在的といふ所に、人間といふものがあるのである」（9-62）
とも述べる。創造的な自己としての新たな生命を得るためには、超越的な創造的な力が、同時に我々に内在する力
となっていなければならない。我々にとって超越的なものが、同時に我々に内在するという「矛盾的自己同一」に
おいて、我々は新たな生命を生きることができるようになるのである。こうして西田は、「（……）私の超越的なる
ものに還ると云ふのは、唯人間否定の抽象的絶対者に還るといふのではない。真に個性的な歴史的現実の立場に立
つことである、歴史的理性の立場に立つことである。超越的なる故に真に内在的世界を成立せしめるといふ絶対矛
盾の自己同一の立場に還ることである」（9-65f.）と結論付ける。この矛盾的自己同一については、「かゝる矛盾的
自己同一といふものは、宗教家の立場からは神と考へられるものでもあらう」（9-66）と西田は述べている。すな
わち、矛盾的自己同一の立場に還るということは、宗教家の立場に立てば神に還るということであるが、それは抽
象的に考えられた絶対者に還るということを意味しているのではない、ということである。むしろ、個性的な歴史
的現実の立場に立つことを意味するのである。では、このような立場に立つということはいかに可能になるのであ
るか。西田の最晩年の論文「場所的論理と宗教的世界観」を見ていくことにしよう。
 西田は、論文「場所的論理と宗教的世界観」の中で、歴史的世界が民族的社会を越えた世界として、「世界的世
界が形成せられるといふ時、世界がすべての種々なる伝統を失なつて、非個性的に、抽象的一般的に、反宗教的に
科学的となると考へられるでもあらう。これが近代ヨーロッパの進展の方向であつた。絶対者の自己否定即肯定と
して、世界的世界の自己形成の方向には、固かゝる否定的方面が含まれてゐなければならない。歴史的世界には人
間否定の一面も含まれて居るのである」（11-457）。ここでも西田は、近代ヨーロッパの帰趨が人間否定にまで行き
つくものだったことを述べている。しかしこのような近代文化の行く末としての人間否定は、近代を単に否定する
ことによっては乗り越えられない。なぜなら、既に見たように、人間否定にまで行き着くことは、歴史の必然的帰
結だからである。それ故、「ヨーロッパ文化の前途を憂へる人は、往々中世への復帰を説く（Dawsonの如く）」が、「近
世文化は、歴史的必然によつて、中世文化から進展し来つたのである。中世文化の立場に還ることの不可能なるの
みならず、又それは近世文化を救ふ所以のものでもない」（11-460）と西田が批判することになる。同様に、「私は
ベルヂャーエフの「歴史の意味」に対し大体の傾向に於て同意を表すものであるが、彼の哲学はベーメ的な神秘主
義を出ない。新しい時代は、何よりも科学的でなければならない。ティリッヒの「カイロスとロゴス」も、私の認
識論に通ずるものがあるが、その論理が明でない。此等の新しい傾向は、今や何処までも論理的に基礎附けられな
ければならない」（11-463）という西田の批判も理解できるものとなっただろう。神秘主義的な非科学的、非論理
的な言説へと反動的に進むことが時代の危機を救うことにはならないのである。
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 では、いかにしてこの人間否定の途から人間を救い出せるのだろうか。ここで西田は、『カラマーゾフの兄弟』
の中の、イヴァン･カラマーゾフの劇詩を紹介しながら「内在的超越」という新たな絶対的なものへの回路のあり
方を提唱する。
 イヴァン･カラマーゾフの劇詩は、異端審問が激しい16世紀スペインのセヴィリアが舞台になった寓話である（ 9 ）。

「主なる神よ、われらの前に姿を現したまえ」という祈りに応えてキリストが再び地上に現れたが、大審問官に捕
えられて牢に入れられる。そしてキリストに対して大審問官が、人々はお前が大事にしていた自由を我々に捧げて
幸福になったと語る。大審問官によると、人間にとって自由ほど堪え難いものはないが、キリストは「人はパンの
みにて生きるものにあらず」と言って悪魔を斥け、人間が幸福になる唯一の方法を斥けてしまった。大審問官は、我々
が人々の自由を征服して彼等を救って幸福にしてやったのだ、我々を邪魔するなと主張して、「お前を火あぶりし
てやる」とキリストに言い放つ。このようなあらすじを紹介した後、西田は以下のように続ける。「之に対し、キ
リストは終始一言も云はない、恰も影の如くである。その翌日釈放せられる時、無言のまゝ突然老審問官に近づい
て接吻した。老人はぎくりとなつた。終始影の如くにして無言なるキリストは、私の云ふ所の内在的超越のキリス
トであらう」（11-462）。
 このようなあり方は、「自然法爾的に、我々は神なき所に真の神を見る」（11-462）というあり方である。これは、

「自己否定に於て神を見る」（11-461）とも言い換えられている。神がないところに、否定的媒介を通して神を見る
のである。否定的媒介は、超越的なものとも言われていた。超越的なるものを、直接見ることはできない。もし見
たと称するならば、それは単なる偶像崇拝であろう。自らを「殺す」と言い放った大審問官に対しても何も言わな
い。声高に自らの存在を主張するのではなく、終始影のごとく寄り添い、ただ祝福のキスだけを残す。このような
ものが、西田にとって内在的超越の神なのであろう。神への通路を開くのは、偶像崇拝的に対象としての神を探し
求めることによってではない。どこを探しても、神は見られない。むしろ、神を否定し、人間性が喪失する事態の
根底に、そのような事態すら可能にする神を見出すのである。どこにも神が見られないところの、その根底に、内
在的に超越的なものが見られるのである。

結語

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

───────────────────────────────

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』一九六五-六年、岩波書店、より、巻数－頁数の順に掲げる。なお、
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とができる。
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註

（ 1 ） 西田の宗教論を特定の宗教とのかかわりで論じたものとして、いくつか代表的なものを挙げておく。キリスト教との関
わりにおいては川村永子［1988］、浅見洋［2000］、浄土真宗との関係は、武田龍精［1991］、大峯顯［1994］、禅仏教と
の関係は森哲郎［1996］など。

（ 2 ） 西田のドストエフスキーの受容については、石井砂母亜［2013］を参照。石井は西田哲学におけるドストエフスキーの
影響を、西田の日記や書簡を手掛かりにしながら明らかにしている。他にキリスト教との対話の文脈で、浅見洋［2000］
において西田のドストエフスキー言及が取り上げられている。また、小野寺功［2001］においては、「大地」という鍵
概念でドストエフスキーやニーチェが論じられ、その連関で西田にも言及されている。

（ 3 ） 本論文では、後期西田哲学における宗教の問題を扱うが、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［2005］を、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。また、前期から最晩年に至るまでの西田の哲学と宗教との
関係をまとめたものとして、小坂国継［1994］も参照。
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（ 4 ） この「消失点（vanishing point）」という語に注目してホワイトヘッドと西田との問題の交差を見たものとして村田康
常［2005］がある。

（ 5 ） この歴史的世界の創造的なあり方を、西田は行為的直観と呼んだ。行為的直観については、白井雅人［2013］で詳しく
論じた。また行為的直観についての概説としては、小坂国継［1995］も参照。

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

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

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

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

 形而上学を構築して行く場合にどのような途を辿るのか。もし形而上学が第一哲学として解され、この形而上学
に基づいて学問的知識の形成が始まるのならば、その途は通常理解されている「論証demonstratio」ないし「証明
probatio」を方法とすることはないであろう。なぜならば「論証」にしろ、「証明」にしろ予めそれらが成立する
ための規則を必要とするからである。もちろん、論証の規則を先立てて形而上学を組み上げるという場合もある。
デカルトは形而上学を、通常の「論証」を先立てるのではない仕方で見出して行ったと考えられる。そのデカルト
形而上学の「方法methodus」、つまり、道を追うことを「省察meditatio」という概念を主軸に据えながら解明する。
 本論に入る前にもう一つの軸を形成する「マテーシス」という概念について少し説明を加えておく。この「マ
テーシスmathesis」概念は1７世紀哲学における方法論を問う場合に「数学mathematica」、「幾何学geometria」な
どとともに大事な概念になる。この表現は通常「数学」と訳されるが、そう訳すとmathematica, geometriaなどと
混同をきたすことになる。それゆえ本論では「マテーシス」とカタカナのままにしておくことにする。1７世紀だけ
ではなく伝統的に哲学ないし形而上学の方法論として数学は大きな役割を果たしてきた。とりわけ1７世紀ではこ
のことが顕著である。「哲学ないし形而上学」と記したが「哲学」と「形而上学」とはどのように違うのか。今は、
1７世紀について概して言えば、「哲学philosophia」という表現で学問の全体が示され、物理学＝自然学physica/
philosophia naturalisも哲学の大事な部門であったということ、それに対して「形而上学metaphysica」は哲学のう
ちの哲学、言い換えれば「第一哲学prima philosophia」という位置にあったということだけを指摘しておく。もち
ろん、ここには大きな問題があり「存在論ontologia」という語の1７世紀における導入という事実も「形而上学」概
念の解明には重要である。しかし、ここではこの点について論じない。導入として、デカルトの「方法」に対する
ライプニッツの批判の一部を取り上げ、「論証」と「省察」の対比を取り出すことにする。

第一章　マテーシス

第一節　デカルトの「方法」に対するライプニッツの批判

 デカルトは1６3７年に出版された『方法序説』の「第二部」において「四つの準則préceptes」（AT. VI, pp. 18-
19）を提示している。要点だけを記せば次のようになる。第一は、早まって判断を下すことと先入見を避け、明晰
判明に精神に浮かび上がるものだけに注目すること。第二は、問題をできるだけ小部分に分割すること。第三は、もっ
とも単純なものから少しずつ複雑なものまで、順序正しく考えを導くこと。その際に、問題を構成する事物の間に
もともとの順序が見出されない場合には、順序を仮定しながら進むこと。第四に、完全な枚挙を行い何も見落とさ
なかったと確認すること。これらは難しい問題を順序よく解いて行くための手引きになる。
 1６６６年に若いライプニッツは、デカルトが最初に開発し、後の人々が「準則præcepta」のうちの一つとした「分
析analysis」についての賛辞を書いている1。この限りではデカルトの「方法」に対して、ライプニッツは或る程度
肯定的である。しかし、その二年後と推定されている断片においてライプニッツはデカルトの「方法」を不完全で

デカルト形而上学の方法としての「省察meditatio」について、
あるいは、形而上学は方法をもたないこと

村上　勝三
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あると看做す。ライプニッツによるデカルトの方法への批判点を二点に纏めれば次のようになる。
（ 1 ）デカルトの四つの「準則」のうち第一のものに相当する明証性の規則についてライプニッツは「無数の仕方
で欺く」とする2。

（ 2 ）デカルトが方法として用いる「疑いdubitatio」は間違いか、有害か、役に立たないかである3。
ライプニッツによれば、結局のところ「判明な認識の標を何も与えないのに、明晰判明な認識が真理の標であると
言っても何の役にも立たない」ということになる4。
 これに対してライプニッツはデカルトの「四つの準則」よりも優れた方法として、二つの「分析ないし判断法
analytica seu ars judicandi」で十分だとする。その二つの規則とは次のものである。

（ 1 ）「説明されていないどんな語も認めないこと」、
（ 2 ）「証明されないどんな定理＝命題も認めないこと」5。
この二つはデカルトの「四つの規則よりも遙かにいっそう絶対的であると私は断ずる」（ibid.）。ライプニッツは次
のようにも記す。「＜明晰判明に私が知覚するpercipioことは真である＞というこの命題は、＜すべての同一命題
は真である＞さらに＜定義についての定義＞に戻る、ということが示されない限り証明されえない。（事柄が）そ
のようであるので、或る存在するものEns aliquod（これはデカルトの『省察』「第一省察」と「第二省察」に現れ
る「欺くものdeceptor」を指していると解されるが、それ）がいてわれわれを欺く、あるいはわれわれは欺きを蒙
るという、このようなことをデカルトが怖れる必要はない」６。一言で云えば、「論証」がしっかりしていれば、疑
いの介入する余地がないということになる。
 ライプニッツは以上において検討した箇所において『方法序説』「第二部」の「四つの準則」と『省察』あるい
は『哲学の原理』における明証性という真理基準とを同列に並べている。或るライプニッツ研究者の表現を借りれば、
デカルトの方法は「直観主義intuisionisme」的で（Yvon Belaval, Leibniz critique de Descartes, Gallimard, 19６0.）、
ライプニッツからすればどれも論証にはなっていないと見えたであろう。というのも明証性を真理基準にするなら
ば、誰かによって欺かれるというような事態を招き、明証性だけでは論証にはならないからである。それを一言で、
ライプニッツは「デカルトは論証によって強いなければならない場合に、むしろ省察によって読者を導く」７と表現
する。この点でライプニッツが闘ったデカルトは、『省察』の「読者への序言」における表現を借りるならば「私
とともに省察するmecum meditari」（AT.VII, p. 9）ことを求めたデカルトということになる。ここに「論証」と「省
察」という対立軸を見つけることができる。この「省察」という仕方を先のように「直観主義」という言葉を使っ
てすっかり表現できると看做すならば、「省察」の固有な点が見逃されることになる。明証性の意義が問われない
ことになるからである。デカルトにとって哲学は誰にとっても自分のことでなければ哲学＝知恵saggesseの探究に
ならない。ライプニッツにとって万人共有な証拠を示すことができなければ、哲学にならない。次に、この「論証」
と「省察」を一つの対立軸にしながらデカルト形而上学の方法について考察を加える。

第二節　幾何学的な記述の仕方

 デカルトは『省察』において「私と共に省察する」ということを読者に求めた。「私と共に省察する」というこ
とは思う、ないし、知ることの辿り方を共にするということ、それは実際には、記述された順序に従って＜共に、
一緒に、思い、ないし、知る＞ということである。デカルトが「省察」という方法で『省察』という書物を記した
ことはこのことを示す。言い換えれば「省察する」ことの順序は記述の仕方と強く結びついているということにな
る。この点について『省察』に付けられた「第二答弁」を参照しながら検討する。デカルトはそこにおいて一目で
読者に看て取れるように諸理由を「幾何学的な仕方でmore geometrico」展開してほしいという反論者の求めに応
じて「記述の幾何学的な様態modus scribendi geometricus」には二つあり、それは「順序ordo」と「論証を進め
ることの理由ratio demonstrandi」であると述べる。その「論証を進めることの理由」をまた「分析analysis」と「総
合synthesis」に区分する（AT. VII, 155）。
・「記述の幾何学的な様態」

（ 1 ）「順序」
（ 2 ）「論証を進めることの理由」
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   （ 2 − 1 ）「分析」
   （ 2 − 2 ）「総合」
デカルトはそれらを次のように規定している。

（ 1 ）「順序は第一に定立されたこと（命題として立てられたことproponuntur）が、後に続くどんなものの助けも
なしに、認識されねばならず、次に残りのすべては、先立つものどもだけから論証される、というように配置され
ねばならないという点にのみ存する」（AT. VII, p. 155）。そして「私の『省察』においてはこの順序を極めて念入
りに遵守すべく努めた」（AT. VII, p. 155）、とする。

（ 2 ）「論証を進めることの理由」
（ 2 − 1 ）「分析は、事物が方法に従ってmethodiceそして言わばア・プリオリに発見されたその真なる途を指し示す」
（AT. VII, p. 155）
さらにデカルトは「分析」について次のように書いている。「私の『省察』においては、教えるための真にして最
善の途である分析にもっぱら従った」（AT. VII, p. 15６）、と。先の「順序」について言われていることと合わせて
考えるならば、デカルトは『省察』において「順序」と「分析」に従っていると自分で言っていることになる。

（ 2 − 2 ）「総合」は、大きな流れとして、a posterioriという方向、つまり、結果から途を示すということであるが、
その大きな流れの或る項目についてa prioriに、分析的に示されるということもある、とされる。「総合」とは「結
論されたことを論証することで、定義、要請（petitio／「諸理由」ではpostulatum）、公理（axioma／「諸理由」で
はaxioma sive communis notio）、定理、および問われた問題（problema）の長い連鎖を用いる」（AT.VII, p. 15６）。
この方法によってデカルトは、「第二答弁」に付け加えられた「幾何学的仕方で配置された、神の実在と、心の物体（身
体）からの区別を証明する諸理由」（AT.VII, p. 1６0）を記した。したがって「記述の幾何学的な様態」のなかでの

「総合」的に論証を進める理由・理拠・仕方の実例は、ここに与えられていることになる。
 これに対して、「分析」という仕方で書かれている『省察』は「方法に従って」発見されていくという「論証」
であるとともに、著者の省察の順序を記述しているということになる。今、「論証」と言ったが、ここでの「論証
を進めることの理由」における「論証」は、たとえば、ライプニッツに見たように、予め二つの規則を立てておく
ような論証ではない。思いの進行が「論証」になるような論証、言い換えれば、省察が論証になるような論証である。
そしてその二つ、つまり、「分析」という発見の順序も、「総合」という記述の仕方も「記述の幾何学的な様態」に
含まれていた。一言で云えば『省察』という書物は「方法に従って」省察という仕方で論証されていることになる。

『省察』は省察することの順序で見出された事柄を見出される理由に基づいて書かれた書物だということになる。
 それでは思索の順序を記述するということと理由に基づいて論証を記述することの間に隔たりはないのか。真理
に向けての思索がそのまま発見の道である場合には、両者の間に隔たりはない。言葉を用いずに思索することはで
きないその思索を、言葉を用いて理由の連鎖である論証へと整える。言葉を用いて思索することと、その思索を理
由の連鎖として述べること、これが順序と分析の異なりということになる。しかし、分析において思索は「方法に従っ
て」いるのでなければならない。「記述の幾何学的な様態」の一つの枝分かれのなかで「方法に従って」と言われる。
それでは上位概念と下位概念のように見える「記述の幾何学的な様態」と、「方法」に従うという仕方はどのよう
に異なるのか。少なくともこの「第二答弁」の当該箇所で、この点についてはっきり規定されていない。ライプニッ
ツがデカルトの「方法」を咎めるときにこのような不明確さも含まれているであろう。この咎め立てを解消すると
いうよりも、事柄の解明のために、私たちはさらに「幾何学」と「方法」との関連へと追究を進めなければならな
い。この二つを結びつける環が「マテーシス」という概念に求められる。

第三節　マテーシスの広汎性

 別のところで述べたようにデカルトの「マテーシス」という概念についてはその内実が明確になるほどには、デ
カルト自身による記述が与えられていない8。そのテクスト的な事情のために『理知能力指導のための諸規則』（以
下『規則論』と略記する）における「普遍的マテーシスmathesis universalis」という概念が基礎におかれて「マテー
シス」について解釈されることが多くなる。しかし、「普遍的マテーシスmathesis universalis」を『省察』以降に
使用される「マテーシスmathesis」に繋ぐためには、『規則論』が中断のまま終えられた作品であること、さらに



146  デカルト形而上学の方法としての「省察meditatio」について、あるいは、形而上学は方法をもたないこと

その後に1６30年というデカルトの思索における或る転回点がやって来ることを斟酌しなければならない。1６30年の
転回点は「永遠真理創造説」と＜認識からの出発＞と纏めることができる。言い換えれば、「意志」概念と「知性」
概念とのデカルト的革新がそこに見いだされるということになる。それゆえに『規則論』の思索と『方法序説』、『省
察』、『哲学の原理』などの後の思索とを切れ目なしの連続的展開とすることはできない。しかし、多くの研究者は

『規則論』における「普遍的マテーシス」と後の思索における「マテーシス」の間に切れ目を見てはいないように
思われる。このことを念頭におきながら諸家の見解を少しく見てみることにする。注目すべき点は、「マテーシス」
の広汎性と諸学における第一性と方法としての内実である。
 この「普遍的マテーシス」という概念の系譜についてはＤ．ラブインによって既に示されている9。そのなかで
もデカルトへの流れの上流についてだけ簡潔に紹介してみよう。先行者であるクラプリの研究10を踏まえた上で、
彼はデカルトがこの概念について受けたであろう影響の発信点として次の二人を挙げる。つまり、A. ファン・ロー
メン（Adrian Van Roomen（Adrianus Romanus）, Apologie d’Arichimède, 159７）とJ. H. アルステッド（Johan 
Heinrich Alsted, Methodus admirandorum mathematicorum, 1６13）である。その二人は共通の源をもつとされる。
その源とみなされているのはB. ペレイラ（Benito Pereira, De communibus omnium rerum naturalium principiis 
et affectionibus, 15７６）である11。この系列においては「共通な／一般的な数学、普遍的マテーシス、第一マテーシ
スmathematica communis, generalis, mathesis univeralis, prima mathesisはまったく等価な表現として看做されて
いた」12。ファン・ローメンは「諸数学の確実性についての問題」というタイトルの下に、数学だけでも、数学の
哲学だけでもなく、自然哲学についても扱っているとされる13。また、アルステッドの表の一つによれば、「マテー
シス」は「抽象的なマテーシス」と「具体的マテーシス」に区別され、前者に代数学と幾何学が、後者に物体につ
いての学などが含まれるという14。要するに「普遍的マテーシス」もそうであるが、ファン・ローメンとアルステッ
ドによって「普遍的マテーシス」だけではなく「マテーシス」も数学に係わるとしてもさらに広く方法論をも含む
学問の総称と考えられていた。
 或る書簡によればデカルトは『方法序説』の表題として「或る普遍的な学の計画le projet d’une Science 
universelle」を含んだものを考えていた（à Mersenne, 3-1６3６, AT. I, p. 339）。また、『方法序説』を出版する意図
について彼は別の書簡で次のように記す。「人々に道を用意し、川の浅瀬の底を調べるde lui préparer  le chiemin, 
et sonder  le gué」という「この事に向けて私は一つの一般的方法une Méthode généraleを提示する、私はそれを
実のところvéritablement教えてはいないがlaquelle veritablement  je n’enseigne pas、それは以下に続く三つの試
論を通して証明を与えようと努めた方法である」、と。その方法は「一つには、哲学と数学とが混じった主題、二
つには、哲学についての純粋な全体、三つには、数学の純粋な全体」に、すなわち「屈折光学」、「気象学」、「幾何学」
に「一般的に」適用される。もちろん、それぞれの分野に適用されるにはそれぞれに固有な仕方が述べられている。
その一方で「一般的方法」とはこれらを覆う方法であり、「序説」本文ではこれ以外のものについて語る必要はなかっ
た（cf.  à ***, 2７-4-1６3７, AT. I, p. 3７0）15。この「一般的方法」の体系における位置という観点、言い換えるならば、
その広汎性と諸学に対する第一性という観点から見た場合に、「普遍的マテーシス」および「マテーシス」とは概
念として体系構成の近傍にある。それとともにもう一つ留意しておくべきは、この「一般的方法」が「マテーシス」
と重ねられるならば、それは既に与えられた方法ではなく、デカルトがそれを自らの創意のもとに作り上げたと考
ていることである1６。
 その一方で「マテーシス」は「オントロジア＝存在論」という概念とも関係をしている。既に「存在論」概念と
近代形而上学との関係において既に述べたところであるが、「存在論」という用語は「形而上学の歴史のなかに入っ
てくる」1７のは、R. ゴクレニウスの『哲学辞典』以来のこととされる18。この辞典の「思弁的諸学における質料の抽
象Abstractio materiæ  in scientiis contemplatricibus」という項目の欄外に「オントロジア」というギリシャ語が
現れる。そこに「オントロジアと存在についての哲学ὀντολογία et philosophia de ENTE」と記されている19。思
弁的な学において理拠＝理由に従ってだけ質料を捨象（抽象）する場合に、抽象は「数学的Mathematica」とされ
る。この数学は「オントロジア的なものについての、言い換えれば、存在ないし超越的なものについての哲学に
Philosophia de ente seu Transcendentibus」属する20と述べられている。同じく『哲学辞典』の別の項目を参照し
てみると、量の区分に応じた「マテーシス」と運動する物体を扱う「物理学」とが「第一哲学Prima Philosophia」
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の「理論学Scientia theorica」に分類されていることがわかる21。「オントロジア」あるいは「第一哲学」と「数学」
あるいは「マテーシス」が互いに覆い合うということはないにせよ、「数学」あるいは「マテーシス」という概念が「第
一哲学」の物理学への展開をも含めた方法論、別の視点から見れば、体系的位置において論理学に相当するという
ことが看て取れる。J. F. クルティヌのようにゴクレニウスがギリシャ語で「オントロジア」という名前を与えた
領域と、デカルトが「マテーシスMathesis」という名前を与えた領域とを対応づけることはできないとしても22、「数
学Mathematica」ないし「マテーシスMathesis」と「オントロジア」との語としての近接性は「顕著である」とい
う点をわれわれも認めることができる23。

第四節　方法としてのマテーシスによる諸学の成立

 D. カンブシュネルは『規則論』における「普遍的マテーシス」について形式的には「一種の数学」であるが、
その位置からするならば「数学的な諸学問disciplinesの実象的本質l’essence réelle」を示し、「理由についての学問
la discipline de la raison」だと述べる24。カンブシュネルは数学的であるという特徴を引き離さないにせよ、その「第
一」という点と普遍性を『規則論』における「普遍的マテーシス」に認めている。先に見た『方法序説』に関する「方
法」についてのデカルトによる言及をこれに組み入れるならば、そこに記されている「一般的学」という表現と『規
則論』における「普遍的マテーシス」とが同じく諸学問の方法を示すという役割を示していることが明らかになる。

『規則論』は「普遍的マテーシス」について「第四規則」に集中的に論じており、「第八規則」で付加的に論じてい
る。後者では「屈折」の比の問題が「マテーシス」ではなく物理学に属するという例が述べられている。そもそも

『規則論』における「マテーシス」の出現箇所は一二箇所とされ、「普遍的マテーシス」という連辞は二箇所のみに
見られる25。
 その「第四規則」について少し詳しく「マテーシス」を追いかけてみよう。「第四規則」では「方法」の必要性
が説かれている。まず、かつての「哲学の創設者達」の「マテーシス」について、その「マテーシス」を「彼らは、
われわれの時代に通常なされているのとは別個なものと認知していた」（AT. X, pp. 3７5-3７６）と記される。その

「マテーシス」を古代の人たちが「完全に知っていた」とはデカルトは看做していない。古代において「哲学とマ
テーシスの真なる観念」は認知されていたのであるけれども、これら二つの学を古代の人たちは導出することはで
きなかった。つまり、パッポスとかディアファントスの作品には「真なるマテーシス」の「諸痕跡vestigia」は現
れているのだが、彼ら古代の人たちはその「マテーシスがきわめて容易で単純であったのでquia  facillima erat & 
simplex」2６その「技術ars」そのものを教えることをしなかった（AT. X, pp. 3７６-3７７）。そしてこのような経過を辿っ
て、デカルトは「代数学と幾何学の個別的な研究からマテーシスについての一般的な或る探究へと」2７呼び戻され
た（AT. X, p. 3７７）。そこでこの「マテーシスという名前」によって何が理解されているのかということ、どうし
て「天文学ばかりでなく、音楽、光学、工学、その他の多く」が「数学の部分であると言われる」のかということ
を彼は尋ねた（AT. X, p. 3７７）。「マテーシスという名前は学問disciplinaという名前が言おうとしているだけを言
おうとしているMatheseos nomen idem tantum sonet quod disciplina」（AT. X, p. 3７７）28。「何がマテーシスに属
し、何が他の学問に属するかは」学校に入った者にはわかっている。これらの事柄を「いっそう注意深く考察する
者にとっては」「順序あるいは尺度が吟味されるすべてだけがマテーシス」に関係し、これは数、図形、星、音な
ど「尺度が探索されねばならない」ような対象には「関わらずnec interesse」、「順序と尺度が、どんな種別化され
た質料にも結びつけることなしに探索されうる、或る一般的な学がなければならない」ということが知られる（AT. 
X, pp. 3７７-3７8）。この「一般的な学scientia generalis」が古代からの既に受け入れられている用語を使って「普遍
的マテーシス」とデカルトは呼ぶ（AT. X, p. 3７8）。このうちには「数学的諸学の他の部分」も含まれる（AT. X, 
p. 3７8）。この「普遍的マテーシス」という名前を「すべての人が識っている」にもかかわらず、人々はこれに依
存する学問を熱心に求めるのに、普遍的マテーシスの方は「すべての人々にきわめて容易なものと看做されていて」、
誰も学ぼうと苦労しない（AT. X, p. 3７8）。「私と言えば、自分の弱さを自覚しているので」「もっとも単純でもっ
とも容易なものから常に出発する」という「順序」を守ることにしていた（AT. X, pp. 3７8-3７9）。デカルトは「そ
ういうわけでそれ以降、普遍的マテーシスを自分のなせる限りにおいて開発した」（AT. X, p. 3７9）のである29。要
するに、『規則論』における「普遍的マテーシス」は「マテーシス」の広汎性を明確に表示するために用いられて
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おり、そのことをもっとも縮約して言えば、「順序」を「順序」として、そして「尺度」を個々の質料を離れて論
じるという方法を示している。それゆえに他のすべての学問がこの「マテーシス」に依存することになる。「マテー
シス」はそのようにして「方法」概念と結びついているのである。
 このような「マテーシス」と自然学との関係はどのようであるのか。『規則論』における「普遍的マテーシス」
の場合であるならば、すべての学問がこの方法に貫かれて横並びになるはずである。もう少し言えば、「単純本性
natura simplex」の「必然的結合conjunctio necessaria」（AT. X, pp. 420-421）として一切の事象が記述されるの
で数学的確かさが物理学を支えるというような基礎づけという関係は『規則論』の「普遍的マテーシス」には見出
されない。『方法序説』の表題に関する先に見た書簡によれば「普遍的学Science universelle」は「われわれの自
然本性を完全性のいっそう高い段階へと高めることができる」学であるとされる。その一方で、この学は屈折光学、
気象学、幾何学を含んでいるように見える（AT. I, p. 339）。このことは先に見た第二の書簡において、「一般的方
法」が「哲学と数学の混合された主題」、純粋に哲学的な主題の全部、純粋に数学的な主題の全部に適用されるよ
うに記されていることとも符合する（AT. I, p. 3７0）。これはまた『方法序説』冒頭に記されている「六部」の構
成についても言えることである。簡潔に纏めるならば、「第一部」では諸学についてのさまざまな考察が述べられ、

「第二部」では「著者が探した方法についての主要な規則」が提起される。「第三部」では「彼がこの方法から引き
出した」道徳についての規則の幾つかが記され、「第四部」では「彼の形而上学の諸基礎」である神と人間の魂の
実在証明が提示される。「第五部」では物理学の諸問題についての「順序」が述べられ、とりわけても心臓の運動
が解明される。「第六部」では自然探究を前進させるために求められることについて述べられる30。ここから読み
取れるわれわれの探究にとって肝要なことは、第一に形而上学と自然学との間に階層性が見られないこと、第二に

「方法」は彼自身が探し出したものとされていること、第三にその「方法」はそこから道徳についての規則も引き
出すことができるような内容をもったものであることである。これらは先に見た『方法序説』について言及してい
る書簡に述べられていることと響き合っている。これらを纏めて言うならば「普遍的学」、「一般的方法」、「方法」は、
それを適用してさまざまな学問が得られるという点で、諸学との間には線が引かれるにもかかわらず、諸学の間に
は階層関係が認められていないということになる。別の言い方をすれば、『方法序説』では仏訳『哲学の原理』「序文」
に示されている樹形的な諸学の階層は構想されていないということである（AT. IX, pp. 14-1６）。「普遍的マテーシ
ス」も「普遍的学」も「一般的方法」もそれをさまざまな主題に適用することによって諸学が成立する、その意味
で第一のものであったということになる。そしてこのことが『規則論』と『方法序説』において共通していること、
また既に別の所で指摘したようにその「第四部」に展開されている形而上学が途上のものであること31、これらの
ことを考えるならば、1６30年がデカルトの思索上の大きな転回点をなすにもかかわらず「普遍的マテーシス」につ
いての捉え方は1６3７年の『方法序説』まで存続していたということがわかる。

第二章　コギトの形而上学とモナドの形而上学

第一節　諸学の樹形的構成

 しかし、その一方で先に見たように『哲学の原理』ではまったく異なる。『哲学の原理』「第一部」の表題には「人
間的認識の諸原理について」（AT. VIII, p. 5）と記されている。その「第二部」は「物質的事物の諸原理について」

（AT. VIII, p. 40）である。仏訳『哲学の原理』（Principes de la philosophie, 1６4７）の「序文」では「哲学の第一
の部分は形而上学であり、それは認識の諸原理を含む」（AT. IX-2, p. 14）とされている。『哲学の原理』「第一部」
は形而上学、ないし第一哲学であり、その「第二部」には物理学の基礎が提示されている。つまり、認識の原理の
解明が物理学の確実性に基礎を与えるという点で、形而上学ないし第一哲学と物理学との間には階層性がある。『方
法序説』には見られない階層性が『哲学の原理』には見出される。これが『省察』における「マテーシス」の問題
なのである。「純粋で抽象的なマテーシス」（AT. VII, p. ６5）、「純粋なマテーシス」（AT. VII, p. ７1, p. ７4 & p. 80）
という表現は「第五省察」から「第六省察」への方法的基盤の橋渡しを示している。言い換えれば、「マテーシス」
によって数学から物理学への移行が成し遂げられる。この限りでは「純粋で抽象的な」学問から「純粋な」学問へ
の移行である。ビュゾンは『規則論』・『方法序説』から『哲学の原理』への「マテーシス」概念の変容について、
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物理学が感覚される事物を対象に組み入れるという点に着目する。『哲学の原理』「第二部」から「第三部」への移
行にその問題が生じる。ライプニッツの或る時期の考えを参照軸にとってみれば、「抽象運動論ないしは感覚と諸
現象に依存しない運動の普遍的理由」32と「具体運動論ないしは地球における諸現象の理由についての仮説」33との
関係に相当するであろう。ライプニッツの思考の展開、ホイヘンスなどとの影響関係を別にして、M.フィシャン
の言い方を借りて両者の差異を述べてみるならば、次のようになる。事柄は「物体についての概念化」と「運動を
分析する手段」とに関わる。それはまた「理性的な物体」と理性だけに従う計算可能性との関係である。ここに「抽
象運動の法則と具体運動の法則との間の分離」を見ることができる。それはまた「運動の無限小解析の要素である
コナトゥスconatusが幾何学的に合成されて、単純な加算ないしは減算によって二つの物体に共通な結果になる運
動を定義する」ということでもある34。このようにフィシャンの見解を捉えることができるならば、抽象運動論と
具体運動論の間に方法の上の違いはないことになるであろう。
 これに対して、デカルトの場合に『哲学の原理』「第二部第六四項」に「マテーシス」が記されているというこ
とはどのような意味をもっているであろうか。この「第六四項」の表題をさらに纏めてみると次のようになってい
る。「物理学においては、幾何学あるいは抽象的マテーシスおける」原理以外のものを「私」は認めも望みもしない、
と（PP. Ⅱ, a. ６4, AT.VIII, p. ７8）。これは物理学と「マテーシス」の平準化を示しているのか。つまり、物理学も
幾何学も「マテーシス」という方法を適用されてえられるということを示しているのか。そうではない。一つには
この「六四項」が先ほど見たように、「第二部」である「物質的な事物の原理について」から「第三部」の天体論
である「可視化可能である世界についてDe Mundo adsectabili」への移行を示しているからである。第二に、表題
が示しているのは幾何学と「抽象的マテーシス」の言い換えであり、それらと物理学の差別化だからである。ド・ビュ
ゾンは『哲学の原理』「第二部第六四項」と『省察』における「マテーシス」に着目しつつ次の解釈を提示してい
る35。すなわち、「第六省察」における純粋なマテーシスの対象は「一般的に見られたgeneraliter spectata」物体
の性質であるが「個別的なものparticularia」も物理学の対象になる（AT.VIII, p. 312）。結局のところ、感覚につ
いての解明という回り道をして、すべての現象はマテーシスの原理によって解明されるということになる。感覚の
理論が一般的物理学と個別的物理学を要求する以上、この回り道を避けることはできない3６。「感覚についての理
論は現象のマテーシスへの還元が実効性をもつ場lieu effectifである」3７。さらに彼は「ブルマンとの対話」から、マ
テーシスの対象は「真にして実象的存在でverum et reale ens、真にして実象的本性をもち、まさしく物理学の対
象に劣らない」38という文を引用して、この考えに基づけば数は対象に入らないとしている39。「ブルマンとの対話」
そのもの、さらにこの箇所については、それがデカルトの述べた通りかどうかについて慎重さが求められる。しか
し、既にわれわれが明らかにしたとおり、数学的真理の可能的実在が、個々の物体の現実的実在から何かを差し引
いた実在ではないのであるから、この箇所における「数学すべての証明が真なる存在と対象に関わるように、マテー
シスの全体的普遍的な対象もそのようである」40という点をデカルトの立場を示すものとして認めることができる。

第二節　数学と物理学の関係

 次にこの点を「第五省察」から「第六省察」への展開において確かめてみよう。「第五省察」において想像力の
働きが空間を開くことであると見出され、ここに幾何学の基盤が成立する。この広がりである空間を区切ること
によって数が取得される。換言すれば連続量の分割として離散量が得られる41。幾何学が開かれて代数学が成立す
る。この流れのなかで「第五省察」において「純粋で抽象的なマテーシス」（AT. VII, p. ６5）という表現が用いられ、

「第六省察」において「純粋なマテーシス」（AT. VII, p. ７1 & p. ７4）という表現が用いられる。つまり「第五省察」
で確立される数学は「純粋で抽象的なマテーシス」と表現される。それに対して「個別的な」事柄を扱う物理学の
基礎理論は「純粋なマテーシス」と呼ばれ、用語上の使い分けがなされる。この関係とライプニッツの「抽象運動
論」と「具体運動論」の差異を参照してみるならば、デカルトにおいて物理学の基礎としての確かさを確立するた
めには感覚の確実性を評価しなければならないということが見えてくる。ビュゾンの言う「回り道」である。この
ように明らかになってくれば、デカルトが『省察』と『哲学の原理』で用いている「マテーシス」は形而上学の方
法論ではけっしてないことも明らかになる。形而上学から数学と物理学へと移行する際に、その移行の印となって
いるのが「マテーシス」という概念である。その点で先に見たカンブシュネルのように、「マテーシス」という概
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念から数学的意義を引き離すことはできない。しかし、形式的論理学によって代替されるような「方法」でもない。
というのもわれわれが既に明らかにしたように、「マテーシス」が「第六省察」冒頭に「第五省察」の成果として
捉え直されるそのときに明証性という真理基準もともに改変される42。もう少し内容に即して言うならば、次のよ
うになる。すなわち、「第六省察」ではこの明証性という基準を用いて「純粋数学の対象」である限りの物質的な
事物について可能的実在を帰結することがその冒頭で確認される。「明晰判明に私が知覚するのであるから、当の
純粋マテーシスの対象はその限りで実在しうる」（AT. VII, p. ７1）。この実在しうる対象、これが「個別的なもの
どもparticularia」という相においてみられる場合に、言い換えるならば個々の物体として考察される場合に感覚
の確実性が評価されなければならなくなる。感覚という認識能力の評価は「第六省察」で解明されるべき最重要な
主題である。
 この「マテーシス」という概念の特質を纏めてみるならば、次のようになる43。第一に、デカルトは「マテーシ
ス」は自分こそが肝心要なものとして用いていると考えていた。デカルトはスコラ学者からの攻撃に応答するなか
で、「マテーシス」を「私こそ最始的præcipueに用いていると私は言われている」（Epistola ad P. Dinet, AT. VII, p. 
5７1）と書いている。第二に、それは哲学における論証の方法であるとされている。この点については次のように
言われる。スコラ学者たちは「マテーシス」と哲学の間を区別するが、自分にとっては哲学の問題に「数学的証明」
を与えることが重要である（à Mersenne, 30-8-1６40, AT. III, p. 1７3 / GB. pp. 12７4-12７６）、と。第三に、「マテーシス」
という概念は発見することと発見された学知を包摂する概念である。オランダの若い研究者に向けた書簡において
デカルトは「マテーシス」を「記誌historia」と「学知scientia」に区別し、前者は発見されたもののすべてであり、
後者は問題を解決し「人間の理知能力humanum ingeniumによって」発見できるものを独力で見出すための「技
法industria」とする、「マテーシスの理論」の重要性が説かれている（à Hogelande, 8-2-1６40, AT. III, pp. ７21-７24 
/ GB. pp. 1154-115６）。第四に、ガサンディが「第五反論」において「純粋マテーシス（数学）pura mathesis」と

「混合マテーシス（数学）mixta mathesis」の区別（AT. VII, 329）を持ち出しているのに対して、デカルトはこの
区別を立てない（AT. VII, 384）。デカルトはこの言い方を受け容れるか否かについては答えていない。ガサンディ
の再反論もこの点に関してはそれ以上に深入りをしていない44。デカルトにとってガサンディの区別は反論の必要
を見出すことのないものだったのであろう。その一方で「純粋マテーシス（数学）」の対象を「物体的本性」とす
るデカルトからすれば、個別的で（時間空間中に生じ感覚によって捉えられる）物体的現象も物体的本性に支えら
れていることは確かである。それゆえデカルトがこの点での「純粋」と「混合」という区分を受け容れなかったと
してももっともなことと言える。
 『省察』、『哲学の原理』、諸書簡を通して明らかになることは「マテーシス」が方法であり、しかし、形而上学を
構築して行く際の方法ではなく、空間性が開かれてから使用される方法であるということである。つまりは「マ
テーシス」は幾何学という場で働く方法であるが、それは感覚の確実性の評価を介して物理学にまで浸透して行く
方法である。別の視点から見るならば、思いを思いとして論じる領域において適用されるのではなく、広がる世界
に適用される方法だということである。その意味で『方法序説』「第二部」に記されている「四つの準則」と同じ
次元にはないし、同じ内容でもない。それではこの空間に適用される方法は、先に見た『省察』「第二答弁」に述
べられている「幾何学的な記述の仕方」とはどのように異なるのか。この「記述の仕方」は『省察』全体に及ぶ「仕
方」であった。そして「マテーシス」がそれとして説明される場合に既に見たように「記誌」と「学知」を含むも
の、前者は発見されたすべてを含み、後者は「人間の理知能力によって」発見できるものを独力で見出すための「技
法」であった。この後者は「幾何学的な記述の仕方」のうちの「論証を進めることの理由ratio demonstrandi」に
含まれる「分析」に対応している。先にわれわれは「順序」と「論証を進めることの理由」の区別を思索の進行と
しての記述とその進行の捉え直しとしての記述と解釈した。われわれが言葉を用いて思考するという事実を基盤に
おくならば、思考するそのありさまそのものと言語表現として系列化された思考という区別になる。判断が「知性
と意志の協働」によって成立することを酌量するならば（AT. VII, 5６）思いの流動とその流動に意志の働きが加
わる流れとの差異になる。「マテーシス」は空間性の原理（幾何学の原理）と空間的な個別の変化の規則（運動論）
という場面において成立し、それをそっくり思いの領域で示すならば「順序」と「論証を進めることの理由」とし
て露わになる。これがライプニッツによって、デカルトは論証すべき場合に省察を求めると言わしめたところであ
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ろう。デカルトの『省察』は発見の途を辿り、つまり思いが動いていくままを記述するところに論証構造が開かれ
てくるという道筋を辿る。その開かれてくる論証構造が明証性という真理基準に落ちる。思いがそのまま動いて行
くということは順序を追うということ、すなわち「第一に定立されたことが、後に続くどんなものの助けもなしに、
認識されねばならず、次に残りのすべては、先立つものどもだけから論証されるというように配置されねばならな
い」ということである。

第三節　知ることの存在論

 「第五省察」によれば延長量を切断することによって離散量が得られる。そして「第五省察」において想像力に
よって空間が開かれ、そのことによって数学の場が創始される。また「第五省察」が「第六省察」において開かれ
るべき物理学に基礎を与える論理的な仕組みを示す。つまりは学問的知識の成立に必須の必然性の範型と推理を積
み重ねる記憶力に保証を与える。要するに「第二答弁」で述べられている「幾何学的な記述の仕方」とは学問的知
識の記述の仕方であり、それは同時に論証の展開の仕方でもある。その本質として示されているのが「順序」であ
る。その順序とは第一の項は自明であり、その自明な項を使って次の項が認識される、そのように先立つものから
後なるものへと流動することによって論証がなされる。認識の順序が正しければ、認識の順序通りに並べて行くこ
とが論証になる。それが「分析」というスタイルである。「認識の順序が正しければ」と述べたが、その正しさ、真っ
直ぐであることは何によって測られるのか。このことについてデカルトは述べていない。何らかの自明なことが見
出され、その次に見出されたことが先に見出された自明なことによってだけ知られるならば、この思考の流れは順
序正しいことになる。先には「認識される」、つい今は「知られる」と書いた。或る一つのことが他のことによっ
て認識される、あるいは知られるとはどのようなことか。もし、知ることの条件が予め確保されているのならば、
この「順序」はその条件に依存することになる。否、知ることの論理的条件が確立されているのならばそれに従う
だけで順序は不要になる。デカルトに従えば論証が形式をもった論証として確立される前に、認識し認識されるこ
と、知り知られることが成り立っていなければならない。知られなければ論証もない。知ることが成立することは
順序を追うということである。第一の項は自明的と述べたが、デカルトが記していたのは「続くどんなものの助け
によっても」知られないということである。しかも「第一のもの」をデカルトは複数形で書いていた。このことが
示しているのは思考の流れがまず知っているものから始まるということである。もっと言えば探究の始まりは既知
であるということになる。その次のものは第一の既知のものを知っていれば認識される、つまりは＜わかる＞。第
三のものは第一のものと第二のものを認識していれば、理解される。第二〇番目のものは第二一番目のものを必要
とすることなく、それまでの系列の上に立てば認識され、理解される。まだ到達していない第二一番目を必要とし
ないとはどのようなことなのか。それは順序のないところにも順序をつけて行くということであり、仮説を予め立
てないということではない。仮説を立てる、目標を定めるということも、順序の始まりになる。そしてまた二〇番
目から二一番目に進めずに呻吟を重ねる。そのあげくに二一番目に進む、そして繰り返す。それが慣れるというこ
とである。傾向性を身につけるということである。このことは一見するとまったく当たり前のように見える。その
通りである。これが思いの流動の真っ直ぐな方向であり、これが空間性の下にこの真っ直ぐさが成し遂げられるの
が方法としての「マテーシス」である。数学と物理学の確実性を基盤において支える知ることの方法であり、知ら
れることの系列、つまり学知である。
 この順序ということをさらに経験に近づけて捉えようとするときにどのようなことが見えてくるのか。「認識す
る」ということが知性の働きとして捉えられるということを先ずもって明確にしておこう。「認識する」ことは感
情をも含めた感覚と想像力を別にして、そして内容について知性に依存する意志の働きも別にして、知性の働いて
いるさま、知るということ、別言すれば先の三つの働きを縮約して看た場合の「思う」ということである。縮約し
てみた場合の思うことは感覚内容も想像内容も含んでいるが言語表現としてだけそれらを含んでいる。手の先に感
じていない暑さ、空間性のない三角形は縮約された思いであり、知られていることである。「知ること」は「感覚
すること」、「想像すること」の「形相的概念」に含まれている。言い換えれば、感覚すること想像することが成立
しているときには知ることは既に働いている。そうでなければ、たとえば、「暑い」という感じはこの「暑い」と
いう表現をもたず、留まることなく消失する。その点で知るということは言葉を使って知ることである。もちろん、
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その言葉が国語であるのかどうか、単語なのか文なのかというに類することは別問題である。この知ることの継起
を「知の流れ」と呼ぶことにする。この継起のどの段階をも知の流れと呼ぶことの理由は、第一の項、始まりを示
す項は既知であり、それ以降の項はそれ以前の項のあとに生じる項として知られているからである。言い換えれば、
始まって終わるまでのすべてが知られているのでなければならないからである。もし、或る項から別の或る項まで
記述されるならば、後者の項はそれに先立つ項によって論証されていることになる。知の流れが論証されるために
この流れ以外の手続きないし基準が要求されるわけではない。それでは知の流れの記述には真偽はないのか。或る
意味でそうである。「或る意味で」とは意志が働いて判断にまでもたらされていない場合には、ということを示す。

「私」はいつでも意志が発動しないように意志を働かすことができる。したがって、知の流れのどのような纏まり
についても真偽を宙づりにしておくことができる。逆に言えば、知の流れのどの段階についても「私」は意志を発
動して真偽の主張をすることができる。ということはこの知の流れを考察する場合には意志の働きと共に真偽を

「私」から疎遠な事態にしておくことができる。そのように「私」の「私性」の行使である意志の発動を括弧に入
れておくことによって、知の流れ、順序ということを「私性」の行使とは異なる次元で考察することができる。そ
のことによって知ることの存在論の次元が開かれる。この次元は通常は論理学とも呼ばれる。それはまた数学の次
元でもある。この数学は先に述べたように幾何学も数論も数学であるような数学、想像力が空間を開いて幾何学が
成立する次第を支えている数学である。知ることの流れだけに支えられる空間化された数学である。しかし、この

「マテーシス」を上位の言葉で表現するならば「知ることの存在論」ということになる。「知ること」があるがまま
に、言い換えれば、意志の発動とは別のところで、さらに言えば「私性」の行使とは別の地平で論じられることに
なるからである。このあるがままに捉えられるということが「知ることの存在論」の一つの特権である。真偽はど
のような局面であれ成立する。意志の発動を留める意志を発動すれば、どのような局面においても真偽は生じない。
知の流れを真偽に保護されながら真偽にかかわらず考察できる。これが「知ることの存在論」がもっているもう一
つの特権である。
 自明な事柄から、あるいは、既知の事柄からその先へと知性の流動が生じる。その流動が真っ直ぐ流れて、「一つ」
の留まりを得る。それが明晰判明な知である。言い換えれば、明証性とは思いの真っ直ぐな流れとして表現される。
その最後の項はそれまでの項のすべてを含んでおり、それまでの項のすべてに支えられて安定する、つまり明晰判
明な知となる。もう一度辿り直して記述することが分析的記述である。辿り着いたところを出発点としてこの流れ
を既存の論理形式に組み替えて記述することが総合的記述である。いま「項」という語を用いたが、これは単位で
はない。予め区切りが得られている知の内容でもない。ライプニッツの言い方を借りれば、「コナトゥス」であり「モ
ナド」である。つまり、知の流動の出発点も、途中も、最後も、それ自体においては「一つ」という外的な区切り
をもっていない。多を表出する「一つ」としての「一」である。知の流動としての系列は流出として得られ、後な
るものは先なるものを含んでいるばかりでなく、先なるものはいずれ後なるものをとして含んでいる。その圧力を
減殺させることによって流出が生じ、知の系列が得られる。縮約はまた凝縮であり、流出は希薄化を帰結する。そ
のどの段階も一切を映し出しているが縮約の適切さが明証性として帰結する。流動の始まりはあまりの凝縮に判明
性を欠き、明晰判明の度を超すとあまりの希薄に明晰性を欠くことになる。
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はじめに

 南方熊楠（1867-1941）は、明治期に生物学・民俗学における在野の研究者として国内外で活躍した人物である。
彼は日本でいち早く「エコロジー」という用語を紹介しつつ、生態学的な観点から神社林の保護を訴えて「神社合
祀反対運動」を展開したことから、日本における自然保護運動の先駆者としても知られている。ただし、彼は「曼
荼羅」や「事の学」という独自の思想を背景に運動を展開したことから、「神社合祀反対運動」は神社林の生態学
的価値や学術的価値を強調しただけの自然保護運動ではないといえよう。南方の運動は、人間的価値としての「意
味づけられた自然」のあるところに自然保護の展開可能性を示したことに意義があり、その「意味」の源泉を彼の
思想をたどって探究することは、今日の自然保護や保全のありかたを考える上でも有効なてがかりを与えるのでは
ないだろうか。
 さて、明治維新に端を発する近代化とともに環境危機が誰の目にも明らかになった今日、自然環境問題が喫緊の
課題になっていることはもはやいうまでもない。こうした中で、自然再生事業や鳥獣被害対策などの多くの環境保
全対策において、生態学を基礎にした順応的管理モデルが適用されてきた（鷲谷1998）。順応的管理とは、科学的
知見とモニタリング評価に基づく検証によって、計画や政策の見直しを行うリスクマネジメントの理論を取り入れ
たモデルである。
 しかし近年では、順応的管理のような自然科学の普遍妥当性に根拠をおく“人間不在”の科学主義的モデルの
限界が至るところで指摘されている（鳥越2004；富田2008）。とくに順応的管理はもともと水産資源管理に関する
概念であり（勝川2007）、管理自体を決定し維持する主体（地域住民など）にとっての自然の意味や価値、あるい
は人間がどのように被害やリスクを認識しているのかなど、社会的視点や人間事象を組み込んだ概念をもちえない。
したがって、順応的管理は人間社会を生態系システムの延長で一元的に捉えるモデルにしかなりえず、対策の担い
手である人々の意識を十分考慮することなく、順応的管理そのものを困難にしてしまう可能性を孕んでいるのであ
る。
 そこで近年では、科学的な知を主体的に利用し、環境施策を担う主体（当事者）側にたった新たなモデルが模索
されている。いわば科学知を“手なずけて”ゆくこともできるような社会的なしくみづくりは、近代の科学主義を
切り崩すという積極面もあるといえる。
 しかしながら、こうした自然科学に基づく一元的モデルの克服は、科学主義を克服しうるとしても、「専門家」と「住
民」の違いを契機とした「科学知」に対する「生活知」、実在に対する現象、あるいは自然科学と人文社会科学を
二元的に共存させるモデルを生じさせるに留まるのではないだろうか。「科学知」は取り組みの主体にとっての価
値や意味に連続することなく、“よそよそしい客体”のまま「生活知」と共存することになるであろう。
 しかし、人間（当事者）主体に基づくいかなる環境保全対策でも、自然科学的な知見が無用になることは決して
無く、人間や社会が依拠してゆく自然的事実であり続けるのである。したがって順応的管理モデルの再構築のため
には、社会的・人間的指標を導入するだけにとどまらず、人間的価値に包摂されうる科学知のあり方として、自然
科学の批判的再構築という作業が必要になるのではないだろうか。この点で、南方熊楠の思想や運動は参照点的価

順応的管理モデルにおける生態学的基盤の課題
─南方熊楠の思想を手がかりに─

関　陽子
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値があると思われ、人々の生きる意味や社会的価値として包摂されてゆくような生態学の方途を見いだすことがで
きるのではないかと考える。

１ 　「神社合祀反対運動」とは

 南方熊楠が反対した神社合祀政策とは、日本が封建国家から近代国家へと脱皮する近代化政策の一つであり、祭
政一致による国家体制の確立と、人心統制を目的として行われたものである（村上1970）。「神社合祀」とは、一村
一社を原則として地域の神社を廃止・合併・移転することであり、一定の基準を満たさない無格社の神社は徹底的
に合祀の対象となっていた。とくに伊勢、熊野（三重県、和歌山県）では合祀が励行され（『南方熊楠全集』7:49、
以下『全集』とのみ表記）、南方熊楠は、神社合祀政策によって人々の信仰心や生活に与える影響を憂いて「神社
合祀反対運動」を展開したのである。そもそも庶民にとって地域の神社とは、自然に対し日常的に畏敬の念をもっ
て接することを可能にするものであり、神社の敷地に広がる神社林は、人々の信仰によって伐られることなく守ら
れてきた森である。今日では神社林は「鎮守の森」とよばれ、土地本来の植生を維持する森としてもその価値が見
直されている。

１ － １ ）「保存」と「保全」の神社合祀反対運動

 南方熊楠による神社合祀反対運動は、日本の先駆的な「自然保護運動」として一般に理解されているが、自然
保護（protection of nature）には対立する二つの方法ないし概念がある。一つは「保存（preservation）」であり、
人間活動を規制し、干渉を避けることによって自然を破壊や損傷から守る方法で、「保存」のことを指して「自然
保護」と言う場合も多い。この「保存」概念は、思想的には人間中心主義への批判にルーツをもち、人間活動や人
間的価値とは無関係に存立しうる自然を守る場合に適用することができる。
 もう一つは、人間のために自然資源の節約や自然の保護を行うという立場にある「保全（conservation）」であり、
里山の二次的自然など、人間的価値を有する自然環境に対して人間が干渉しながら守る方法である。
 「保存」は人間と自然を二元的に対置させた上での“関わらない”自然とのかかわり方であるのに対し、「保全」は“関
わる”自然とのかかわり方であるといえるであろう。日本では公害問題から環境政策が発展してきた経緯から、「保
全」がその中心を担ってきており、順応的管理もまた「保全」の典型的な環境マネジメント・モデルとして適用さ
れてきた。「保存」と「保全」はどちらも生態学的知見や概念を基盤にしているものの、日本における「保全」概念は、
欧米の「保存」を基調とする自然保護思想（原生自然保護思想など）の対抗理念として展開されてきた側面もある

（鬼頭1996）。
 さて、南方は自身の神社合祀反対論の中で、神社林は「殖産用に栽培せる森林と異なり、千百年来斧斤を入れざ
りし神林は、諸草木相互の関係はなはだ密接錯雑致し、近ごろはエコロギーと申し、この相互の研究をする特殊
専門の学問さえ出て来たりおる」（『全集』7:528）と述べているように、「エコロジー」という用語を紹介しながら、
神社林は天然林として生態学的な価値を有する森であり、破壊から守らなければならないと主張している。すると

「神社合祀反対運動」は神社林という天然林の「保存」を目的とする自然保護運動であるということになるであろ
う。また彼は、神社合祀反対意見の中で欧米の環境保護についてもいくつか紹介しており、日本にいる間も「保存」
論者で著名なJ・ミューアのヘッチ・ヘッチー渓谷のダム建設反対運動ついても情報を仕入れていたのであった（武
内2004）。
 ただし、以上の理由をもって神社合祀反対運動を「保存」の立場にたつ自然保護運動であると断定することはで
きない。J・ミューアは「人間中心主義」批判の文脈で、生活から遠く離れた原生自然の「保存」論を強調したの
に対し、南方の神社林保護運動は、「タブー・システム」という人間と自然との合力によって存立してきた森を保
護することであり、自然と結びついて生きる“人間を守る”ための「保全」運動であるとみなすこともできる。
 たとえば社会学者の鶴見和子は、南方は「自然を破壊することによって、人間の職業と暮らしとを衰微させ、生
活をなりたたなくすることによって、人間性を崩壊させることを警告した」（鶴見1998:341）として、神社合祀反
対運動を「エコロジーの立場に立つ公害反対運動」とし、南方熊楠を「地域主義のエコロジスト」と評している。
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 つまり南方の神社合祀反対運動は「保存」と「保全」の両面をあわせもつ自然保護運動であり、「保存」と「保全」
にまつわる“自然中心主義か、それとも人間中心主義か”という長らく続いてきた対立を、最初から無意味なもの
にしている。このことは、南方の自然科学や「エコロジー（生態学）」に対する理解と関係していると思われ、彼の
神社合祀反対論は、人間と自然を紐帯する本質を問いかけるような内容を有しているのである。

１ － ２ ）神社林の価値

 明治政府による神社合祀政策の目的には、神社に国家の地方制度を担うような社会的役割を与えることも含まれ
ていた。神社合祀は政府の勅令によって大きく二期（前・後期）に分けることができ、南方熊楠が神社合祀反対運
動を展開したのは1906年（明治39年）の二期目（後期）の合祀政策時である。後期の神社合祀は、日露戦争後の財
政破綻の立て直しと、新町村の創出をはかる地方改良運動という目的があったが、それ以前に行われてきた町村合
併によって各村域が広くなったために、合祀先の神社との距離が拡大する傾向にあった（桑原2005）。そのため、人々
は生活や精神の拠り所の大幅な変更を余儀なくされ、合祀された神社の跡地（神社林）の入会権や所有権をめぐる
駆け引きまで行われていた（原田2005）。とりわけ後期の神社合祀は、神社の所有する神社林を処分するという経
済的問題でもあり、「入会権」は自然を守るために働いたのではなく、経済的価値のために破壊する権利のようになっ
ていたという。そこで南方がもっとも憤ったのは、神社という建築物が合祀されること自体よりも、信仰をやどし
てきた森が経済的価値に転化されることにあった（『全集』7:548-549）。
 南方の「神社合祀反対運動」はこれまで、彼が自分の研究材料を保護するという単純な動機に基づいて展開し
たとも考えられてきた。しかし、「小生思うに、わが国特有の天然風景はわが国の曼荼羅ならん。」（『全集』7:559）
という南方の言葉に示されているのは、「神社合祀反対運動」によって守ろうとした自然が「曼荼羅」という自然
世界であり、科学的に切り取られた自然ではなく人間の営為を含みこんだ自然であり、あるいは自己の延長として
の自然であったということであろう。加えて、南方熊楠にとっての“エコロジー”とは、専ら客体として対象化し
た自然を理解する科学ではなく、「曼荼羅」という、人間と融和した自然世界を捉えることを可能にする学問であっ
たのではないだろうか。

２ 　南方曼荼羅と「事の学」

 南方の思想は、「科学の眼によって明らかにされた生命の流れを、真言密教的世界観でもう一度とらえ返す（千
田2002:182）」試みともいわれている。彼の考える「生命」とは大日如来（「大不思議」）から別れ出たものであり

（『全集』7:365）、真言密教の世界観を図像化した「曼荼羅」は南方の思考に大きな影響を与えている。南方にとって、
大日如来は生命や自然そのものの本体、または人智の及ばない「根源的場」（唐澤2011）であるため、人間の知性
によって知りうるのは宇宙全体のほんのひと握りにすぎないという。そうして「科学というも、実は予をもって知
れば、真言の僅少の一分（南方熊楠（『全集』7:372）」にすぎないというのである。ただし南方は、「曼荼羅」を理
解するためには西洋の自然科学にも通じていなければならないと考えており、近代科学を否定したところに「曼荼
羅」への理解の道はないことも心得ていた。

２ － １ ）南方曼荼羅

 さて南方の思想形成に影響を与えた人物に、土宜法竜
（1855-1923）という真言宗の学僧がおり、南方は土宜との往
復書簡群の中で独自の世界観や科学論を醸成していた。南方
が土宜とかわした書簡の中に、乱雑な線で描かれた絵図（図
1 ）があるが（『全集』7:364-366, 1903年 7 月18日付書簡）、
この絵図は、中村元が“南方曼荼羅”と名付け、鶴見和子が
その解釈とともに世に紹介したことで知られているものであ
る。南方の解説によると、図の中の入り乱れた線は因果律（原 図 １（南方熊楠顕彰館所蔵）
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因と結果）を示しており、全体として因果律の必然性と「縁」と「起」による偶然性が交錯する世界を表している。
「縁」とは因果の系列が偶然に出会うことであり、「起」とは「縁」の出会いによって進行方向がかわり、その後の
経過に変化があらわれることである。そして南方は「今日の科学、因果は分かるが、縁がわからぬ。この縁を研究
するがわれわれの任である」（『全集』7:392）と述べているように、「縁」の探究こそが自然科学に関する南方の思
想を特徴づけているといってもよいであろう。
 加えて彼は、因果の系列が最も多く通過する場所を「翠点」とよび、ここから見れば様々なすじみちを見通すこ
とができるという。松居（2005）によると、「翠点」は「中心」とは異なる概念であり、観察者にとっての便宜的
な地点であって、絶対的な意味をもつものではない。よって自然科学が対象を固定化して理解しようとしてきたの
に対して、南方の「翠点」に立つと、世界はダイナミズムをもって捉えられる瞬間の世界として把握することがで
きるものであるという。
 南方曼荼羅の「翠点」は、世界が世界としてたち現れる結節点であり、また人々が自然の中に霊性をとらえ、神
社林が存立してきたという事実もまた「翠点」という結節点に生じた独自の出来事として捉えることができるので
はないだろうか。南方にとって各々の神社林とは、曼荼羅の「翠点」に生じた唯一無二の森として映っていたこと
であろう。

２ － ２ ）「事の学」─南方熊楠のエコロジー

 「曼荼羅」とは、「因果」と「縁起」の生じる場である。そして、こ
うした理解や方法を可能にしているのは「事の学」という南方の独自
の学問であり、近代科学としてのエコロジー（science of ecology）を
超え出た“南方熊楠のエコロジー”でもあると考える。
 「事の学」とは、土宜との往復書簡の中で展開された南方の独自の
構想であるが、とくに1893年の土宜への書簡に登場する絵図（図 2 ）
によって広く知られてきたものである。これには、「小生の事の学と
いうのは、心界と物界とが相接して、─（略）心界が物界と雑わりて
初めて生ずるはたらきなり」（『全集』第 7 巻:145-146）という南方の解説がつけられている。「事の学」について
詳細に分析した橋爪（2005）によると、南方の述べる「心」とは、精神のはたらき、または精神世界のことであり、「物」
とは現実の世界で形をとって存在しているものや、現象として生じる出来事など外界のものごとを指し、いわゆる
近代科学が対象とする客観的世界のことである。また「事」とは、外界と接したときに内面に生じる想念や観念で
あり、精神（心）が物質界（物）をとらえようとする過程で生まれてくる現象であるという（橋爪2005:20-32）。
 すると、「心」が南方自身の心であるとすれば、「事の学」は南方自身による“世界（自然）の捉え方”として考
えることができ、また「心」を人々の「信仰」として理解するならば、「事の学」とは人々の信仰（心）と自然（物）
のまじわりを通じて維持されてきた神社林を、そのもの

, , , ,
として理解するための学問であるといえないだろうか。

３ 　近代合理主義批判としての神社合祀反対運動

 神道と仏教は原理的に異なる信仰であるが、「神仏習合」という文化に馴染んでいた日本において、「曼荼羅」と
しての自然を守る「神社合祀反対運動」は決して不整合というわけではない。たとえば神仏習合の一つの象徴でも
ある「神道曼荼羅」は、自然そのものを神や仏としてあらわす日本的な神仏習合様式の表現であり、庶民にとって
リアリティのある信仰の形式であったからである（鎌田2011）。
 しかし近代化政策として行われた神社合祀は、神仏習合という宗教的伝統を強制的に再編する変革でもあり、神
社の問題とともに「廃仏毀釈」など仏教的な伝統にも大きな打撃を与えた。総じて、西洋近代を模範とした日本の
近代化は、人々の信仰のあり方を大きく改変させ、寺社の天然林は外部不経済として無償化されたばかりでなく、
神社林から信仰をはぎ取ることにもなったのである（むろん「近代」のすべてが負の遺産ばかりをもたらしたわけ
ではないことも留意しておかなければならないが）。

図 ２（南方熊楠記念館所蔵）
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 つまるところ南方の思想と実践の意義とは、宗教の形式を超えた「近代」や「近代合理性」への批判、あるいは
啓蒙的理性（道具的理性）を批判したことにあると考える。近代の特徴を合理化や合理性として捉えたM・ウェー
バーは、「合理的近代」の行き着く先を宗教的世界像の脱魔術化（Entzauberung）による意味喪失（Sinnlosigkeit）
として捉えたが、まさに南方の「神社合祀反対運動」は近代化にともなう「意味喪失」を警告していたものであり、

「合理的近代」を牽引してきた経済合理性や、論理実証的な主知主義的合理主義への批判という意義をもつのである。
このことは、「科学的」という形容を与えることで政策や運動を正当化するという、今日の環境政策のあり方にも
一つの反省を促すことにもなるであろう。

３ － １ ）「意味づけられた自然」の社会的合理性

 空間論の枠組みで南方の思想を読み解いた千田（2002）は、生活世界の空間における意味の生成を、物と心のま
じわる「事」の生成として捉えている。「物」と「心」のまじわりに生じる「事」は、神という意味や自然への敬
虔さといった「意味」として空間に蓄積される。さらに、その空間に人々が身を置くことによって、新たな「事」
が生じて空間に意味が蓄積され、また人々がその意味と出会うことで、自然への敬虔さが心に刻まれるという（千
田2000:238-242）。
 また桑子（1999）は、身体の置かれる「空間」と、「空間の意味づけ」という観点から「空間の履歴」という概
念を提起している。そして、「空間」とは物と心を媒介し、「歴史的な出来事によってさまざまな意味づけを与え
られている」ものであるが、近代化とは「空間」の意味を貧しくするものであったという。（桑子1999:34-36）。つ
まり「鎮守の森」という空間が廃絶され無機質な空間へと近代化されるということは、空間の「意味」の喪失をも
たらすともに、信仰へと連なる「意味」との出会いの喪失も招くことになる。南方の神社合祀反対運動は、「空間
の意味を一元的に把握しようとする圧力への抵抗（千田2002:245）」であると語ることができるが、その圧力とは、
近代化政策における制度的圧力であり、そして近代合理性というイデオロギー的圧力であったのではないだろうか。
 また「物」と「心」のまじわりから生じる「事＝意味」とは、単なる個人的観念に留まるものではなく、また人々
の信仰や価値観のうちに自然保護のしくみが含まれているといった、自然科学の文脈へと還元することのできない
意味であろう。「意味」は経済的価値に換算可能な自然資源とは異なり、施策の動機や、生活活動における動力、活力、
あるいは共同性を担保しうる社会的な“抽象的資源”として社会的に価値あるものであると考えられる。南方の「事
の学」は、自然科学にも「意味」を生成することのできる領域があることを示すものであり、また人間的・社会的
価値である“抽象的資源”としての「意味」の存在を明らかにしてゆく学問構想である。
 これに関連して、愛媛県今治市の「織田が浜埋め立て反対運動」を分析した関（1997）は、自然保護の具体的な
運動や施策は生態学的な知見に基づく人間-自然関係だけではなく、人々の自然に対する意味づけや「意味づけら
れた自然」からはじまると述べている。これはつまり、「意味」は人々の動機に関わるが、自然科学は自然の意味
づけや人々の動機づけに関与することはできないという指摘でもある。
 しかし「事の学」からすれば、価値中立的な近代科学は、自然を「物」として対象化しそれを因果関係において
とらえるものであっても、自然科学は本源的に自然の意味づけや人々の動機づけに関わることのできる領域がある
と考えることができるであろう。

３ － ２ ）科学主義批判としての「事の学」

 南方熊楠はもともと自然科学と社会学を総合的に論じるH・スペンサーの力強さに惹かれていたものの、やがて
自然科学を一元的に社会に敷衍するスペンサーの方法を批判するようになった。それは一方で「雑わり（まじわり）」
という知のあり方を提示する「事の学」の誕生を意味していた。
 南方の「事の学」は、その理論化は十分とはいえないものの、自然科学が人文社会科学と重なる領域を開拓する“科
学的理性批判”という課題を遂行していたようにも思われる。この場合の「批判」とはむろんカント的な意味であ
り、科学的理性を否定したという意味ではない。
 さて自然科学と社会との関係については、N・ハンソンの理論負荷性やT・クーンのパラダイム論などで、科学
哲学の新潮流としてすでによく知られているテーマである。この新潮流の中で「科学の解釈学」を展開した野家
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（2007）は、科学の解釈学をテクスト解釈（テクスト・モデル）に基づく科学的理性批判の試みとして位置付けている。
 「科学の解釈学」の特徴は、“人文社会科学の自然科学化”、すなわち科学による人間社会の一元的理解をめざし
た科学主義への批判と同時に、自然科学と人文社会科学の二元的区別でもない統合的領域をめざしている点である。
この統合性を担保しているのは、自然科学を専ら「対象」や「方法」から規定するのではなく、人文社会科学にも
共通する「認識関心」から規定することである（野家2007:102）。たとえばＪ・ハーバーマスは、自然科学と人文
社会科学の相違にそれぞれ「技術的認識関心」と「実践的認識関心」を挙げたが、しかし「科学の解釈学」（科学
の解釈学的展開）に依拠すると、自然科学にはこれら二重の関心に応答する存在様式があるというという。技術的
関心で求められるのは対象の技術的操作とそれを支える予測可能な知識であるが、実践的関心は「人間の自己理解
および相互理解の拡張」や「世界（宇宙）の中の人間の位置」への関心である。つまり「科学の解釈学」の科学的
理性批判によって、自然科学は技術的関心だけではなく「自然（宇宙）の中の人間の位置」の解明と確認とをめざ
す実践的関心にも向けられており、その点で人文社会科学と統合可能な側面を明らかにできるというものである。
 つまるところ南方の「事の学」も、「世界」と「世界における人間の位置の解明」という自然科学と人文社会科
学に共通する認識関心に導かれて形成されたのではないだろうか。“位置の解明”とはすなわち、記号体系と意味
との関係と同様に、「関係性における自己の位置」を理解することによる意味の探究なのである。

４ 　生態学（エコロジー）の刷新─順応的管理モデルの再構築のために

 2011年 3 月11日の東日本大震災以降、総体としての「近代」の反省とともに、今日ほど「エコロジー」のあり方
が問われている時代はないのではないだろうか。
 こうした中で、震災を契機に今また神社林（「鎮守の森」）が新たな注目を浴びている。大津波の被害をうけた海
岸沿いに、新たな津波被害を緩和する目的で南北300km以上の防潮林堤を築く「森の長城」計画が進行しているか
らである（宮脇2012）。この防潮林堤は、震災瓦礫を混ぜた土に「潜在自然植生（potential natural vegetation）」
をもとに選ばれた樹木を植樹するというものである。潜在自然植生とは、植物生態学的にみた土地本来の植生のこ
とであり、まさに神社林が維持してきた植生でもある。
 この「森の長城」計画では、生態学的知が「自然との共生」という課題のもとで、「いのち」や「安心」という
社会的に要請された価値へ包摂されているのである。生態学的知が人々の生きる「意味」や社会的「価値」として
機能することは、順応的管理モデルの生態学的基盤の再構築にとっても必要なことであると考えられる。

４ － １ ）「順応的管理」の問題点

 日本の環境政策は「足尾鉱毒事件」や「四大公害病」に代表される公害問題から発展し、1962年に『沈黙の春』
で提起された問題と同様に、人間が自然生態系の一部を構成する存在であることを最初から認識させるものであっ
た。加えて公害問題は、被害や被害者の認定の場面で常に「科学的根拠」が重視されてきた経緯があり、環境政策
という社会的に説得力の必要な場面において、自然科学的な根拠はその政策の正当化によって必要不可欠であった
ということも意味する。
 さて生物多様性条約の愛知目標にむけた「生物多様性国家戦略2012-2020」（環境省2012）では、東日本大震災に
よる影響をふまえた自然共生社会のあり方が盛り込まれ、とくに科学的基盤の強化が強調されていることがわかる

（環境省2012）。いまや「生物多様性保全」は保全生態学を基礎にした国家的政策でもあるが、しかしそうした“上
からの”保全事業が、ステークホルダーである地域社会の人々にとって簡単には受け入れられないものであるとい
う指摘もされてきた。社会的善であるはずの保全事業が受け入れられない大きな理由は、事業がそもそも地域社会
の人々の意思や認識から立ち上がったものではないからであり、また生態学的見解は必ずしも施策を担う人々の価
値と結びつかないからである。つまり人間を生態系システムの延長として捉えることは、価値中立的な科学的合理
性を“環境とヒトとの共存”という目的のもとで徹底化することにほかならない。ひいては、順応的管理モデルは
基本的に「意味」や「価値」を育んできた対自然関係を迂回した環境マネジメント・モデルであるといえる。
 こうした順応的管理モデルを採用している代表的なものに、日本政府による鯨類捕獲調査（調査捕鯨）があげら
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れる。鯨類捕獲調査は「持続可能な捕鯨」の確立をめざして、鯨類に関する科学的知見の向上と、予測不可能性を
考慮した適切な資源管理体制の構築を目的としたものである（大隅2003）。
 しかし現在、生物資源の「保全」を目的として続けられてきた鯨類捕獲調査には、国際捕鯨委員会（International 
Whaling Commission：IWC）における反捕鯨国との対立を背景に、モラトリアム解除の条件である科学的根拠の
正当性がくりかえし求められてきた（石井2011）。その結果、鯨類捕獲調査の目的が、持続可能な捕鯨産業のための「資
源管理技術の確立」ではなく、鯨類研究のための科学研究という目的に純化されている傾向にある。つまり捕鯨問
題が露呈しているのは、科学研究の成果はあくまでも価値中立的な「事実」の問題であり、それをどれほど追究し
ようとも「商業捕鯨」という社会・経済的な文脈における人間とクジラとの関係性を規定することは困難であると
いうことである。鯨類捕獲調査への努力は、その困難さを増大させるための努力であると見て取ることもでき、順
応的管理は持続可能な捕鯨の確立という目的のもとでは機能不全に陥っているのである。
 ただし、自然科学知見に基づいた適切な鯨類資源管理が社会的な営みへと文脈化される機会を阻んでいる原因が、

「商業捕鯨モラトリアム」措置をはじめ、元来捕鯨国組織であるIWCに「反捕鯨」という“思いがけない”状況が
発生したことにある、というのは言うまでもないであろう。

４ － ２ ）　社会のための科学とは

 順応的管理の問題を克服するために、近年では「科学知」や「専門知」を市民や利害関係者に還元する試みとし
ての「科学的コミュニケーション」も注目されている。とりわけ震災による原子力発電所の事故を境に「シヴィリ
アン・コントロール」（市民による科学技術のコントロール）の必要性が広く認知されたこともあって、その必要
性が高まっている分野でもある。ただし現行の科学コミュニケーションはおおよそ事実やリスクを“わかりやすく”
伝えるという方法論を課題にしており、往々にして理科教育的な啓蒙的コミュニケーションにとどまっているとい
う印象をうける。
 また他方で、科学コミュニケーションは「順応的管理」の拡張概念として誕生した「順応的ガバナンス（adaptive 
governance）」の中に取り込まれつつもある。「順応的ガバナンス」とは、施策を担う主体を取り込み、自然環境
や被害等の量的事実という技術的認識関心に基づく論理プロセスに社会科学的アプローチを接続した概念である。
あるいは、「生態系システム（ecosystem）と「社会システム（social system）」の共進化、もしくは共進化が可能
になっている状態での資源管理のしくみ（松村2013）のことである。
 「順応的ガバナンス」は、現場の問題から提起された有効な環境マネジメント・モデルであると考えられる。し
かしながら、「順応的ガバナンス」は生態学や自然科学的アプローチによる一元化への批判を前提として成立して
きた経緯から、「生態系システム」と「社会システム」、「科学知」と「生活知」、あるいは「知識生産者」と「地域
社会の知識ユーザー」といった対立項を抱え、自然科学と社会科学の二元論、つまりは「物」と「心」の二元論を
維持したままでの“共進化”となるであろう。そこで「科学と社会」、「専門家と住民」をつなぐコミュニケーショ
ンという実践が要請されることになるであろうが、しかし原理的にみれば、コミュニケーションの失敗によってガ
バナンスが滞ってしまうという危うさを払拭することはできない。
 いうまでもなく、自然の問題は人間社会の問題であり、人間社会は自然の問題でもある。「科学知」と「生活知」、
あるいは「科学的価値」と「人間的価値」といった、環境ガバナンスにおける二元論を克服するためには、科学や
科学知のあり方そのものを問い直す作業からはじめることが必要になるのではないだろうか。その意味で、南方が
展開した「曼荼羅」や「事の学」としての科学論は、科学的理性批判として、また自然科学の社会的合理性を示唆
しているという点で参照点的意義があると考えられる。社会的合理性とはつまり、科学は人々の意味や価値、世界
観や生命観に関与できるものであり、それが環境保全を担う主体の「動機」や「納得」、「覚悟」をもたらす力や基
盤にもなりうるということである。「納得」や「覚悟」は順応的ガバナンスの要であることからして（宮内2013）、
南方の思想は順応的管理モデルの生態学的基盤の再構築という課題において、意義深いものであろう。
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翻訳

Ⅰ

 時々、哲学史において、ある特定の哲学的立場の擁護とある特定の哲学者の解釈が緊密に同一視されようになる。
このことはプラトンの場合では一度ならず公然と生じてきたし、近頃では道徳哲学において、ヒュームの場合にも
生じてきたように思える。最近の倫理的討論の中心では、事実的主張と道徳的判断の間の関係についての問いが絶
え間なく繰り返され、それらの間にある明らかにはっきりした区別の観点から、その関係の本性がいつも議論され
てきた。この問題について問い質す中で、ヒュームの『人間本性論』第三巻第一部第一節の最後のパラグラフが何
度も繰り返して参照されてきた。この一節は、R.M.ヘア 1 、A.N.プライアー教授 2 、P.H.ノウェル－スミス教授 3 や
多くのその他の著者たちによって=賛同を得ながら=全部引用されたり少なくとも参照されたりしている。もちろ
ん、現代の著者らがみな同じ仕方でヒュームを論じるのではない。スチュアート・ハンプシャーの論文「道徳哲学
におけるいくつかの誤謬」4 に付けた脚注が、一般的規則の重要な例外を規定している。しかし、実際には極めて
頻繁に倫理学に対するヒュームの貢献が、それがこの一節に大いに依存するかのように論じられ、この一節は正説
という座をほとんど獲得した解釈を与えられている。ヘアは「ヒュームの法則」5 についてたびたび語っている。
 ヒュームが言うのは以下の通りである。

    これまで出会ったあらゆる道徳体系で、私はいつも次のことに気が付いた。著者はしばらくの間通常の推理の
仕方で論を進め、神の存在を結論として立て、あるいは人間の間の事柄について所見を述べる。すると突然、
驚いたことに、「である」や「でない」という命題の普通の繋辞に代わって、私が出会う命題は、どれも、「べ
きである」や「べきでない」という語を繋辞とするものばかりになるのである。この変化は目につかないが、
きわめて重大である。この「べきである」や「べきでない」という語は、新しい関係ないし断定を表すのだか
ら、その関係ないし断定がはっきりと記され、説明される必要があり、同時に、この新しい関係がそれとは別
の、まったく種類の異なる関係からの演繹でありうるとは、およそ考えられないと思われるのだが、いかにし
てそうであり得るのか理由が挙げられる必要があるからである。しかし著者たちは、通常、前もってそうする
ことを怠っているので、私が読者にそれを薦める役を引き受けよう。そして、このわずかな注意によって、す
べての通俗的な道徳の体系が覆され、悪徳と徳の区別は、単に対象の関係に基づいているのではなく、理性に
よって見てとられるのではないことが示される。そう私は確信する。6

 この一節の標準的解釈は、ヒュームがここで主張しているのは、一連の非道徳的な前提がある道徳的な結論を含
意できることはないということだとみなす。それゆえヒュームは、プライアーが「道徳性にとってのもはや道徳的
ではない「基礎」を見出す試み」と呼ぶものの主要な論敵であるということが、さらに結論される。ヒュームはこ
の見解において道徳性の自律についての一代表的存在になってきているし、少なくともカントと同族になってきて
いる。本稿で、私はこの解釈が不適当であり誤解しているということを示したい。しかし、私は単なる歴史的解釈
の問題としてはこのことに関心がない。私が推し進めようとする議論の筋道は次のようになろう。第一に、私が論
じるつもりなのは、そう解釈されたヒュームに与えられる素晴らしい名声は不可解であるということである。なぜ

ヒュームのISとOUGHT
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ならば、現代の論理学者たちが帰納についてのヒュームの議論のいくつかに抱きがちな不満とそれとは、徹底的に
不整合であるからである。第二に、もし「である」と「べきである」についてのヒュームの見解に対する目下の解
釈が正しいものなら、それならヒュームの法則の第一の違反はヒュームによって侵されたということを、すなわち、
ヒューム自身の道徳論の発展は彼が「である」と「べきである」について主張するとみなされるものと一致してい
ないということを、私は示そうと思う。第三に、ヒュームに対する目下の解釈は正しくないという証拠を私は提示
するだろう。最後に、ヒュームに対する再解釈が道徳哲学における目下の論争を解明する手掛かりを私は指摘する
つもりである。

Ⅱ

 その問題に遠回りに近づくために、われわれは「である」から「べきである」へとどうしたら移っていけるのだ
ろうか。『道徳の言語』の第四章でヘアが主張するに、実践的結論とさらに有力な道徳的結論には、「もしわれわれ
が自分たちに開かれている選択肢のどれかを行なうなら、実際にどんなことを行なうことになるのか」と述べる小
前提と行為の原理を述べる大前提のように三段論法的に達するという。これはわれわれの問いにある答えを示唆す
るものである。もしあなたが事実的言明から道徳的言明へと移行したいなら、道徳的言明を三段論法への結論とし
て、また事実的言明を小前提として扱いなさい。そのとき、その推移をするために必要とされるものすべては、別
の道徳的言明を大前提として与えることである。そして、『倫理学』の第三章の脚注で、ノウェル－スミスがまさ
にこうしているのをわれわれは見出す。彼は次の一節をR.C.モーティマー主教から引用している。「第一の根拠は
創造主としての神の教説である。神はわれわれと世界すべてを創った。そのために神はわれわれの従順を絶対的に
要求するのである。われわれは自分たち自身の権利で存在するのではなく、ただ神の被造物としてのみ存在するの
であり、それゆえ、われわれは神が望むことをするべきであり、神が望むものであるべきだ。」7 これについてノウェ
ル－スミスが批評するに「この議論は、被造物は自分の創造者に従うべきであり、そのことはそれ自体一つの道徳
的判断であるという前提を要求する。そのためキリスト教的倫理は、神がわれわれを創造したという教義のみに基
礎づけられているのではない。」8 すなわち、「神はわれわれを創造した。それゆえ、われわれは神に従うべきである」
という推論は、「われわれはわれわれの創造者に従うべきである」という大前提を与えられるまでずっと演繹的で
ある、とノウェル－スミスは論じているのである。
 議論は演繹的か不完全かのどちらかに違いないという前提があるということでそれを基礎づけていると想定する
ことでのみ、私はこの立場を理解できる。しかし、これがまさにヒュームの帰納についての懐疑主義を根底にする
仮定である。さらに、この懐疑主義はある誤解された要求に基づくとして普通論じられ、かつ確かにそのままの状
態である。P.F.ストローソンが「帰納が本当はある種の演繹であることを示すように要求すること」9 と呼んでいる
ところの要求である。このことは確かに、ヒュームの「経験されなかった事例は、経験された事例に類似すると
いうことを証明するいかなる論証的議論もあり得ない」という前提から「われわれは、われわれの理性によっては、
なぜその経験を観察された特定の事例を超えて拡張するのかを、納得することができない」10という結論への推移
を特徴づける一つの正確な方法である。ヒューム自身の要点の一部は、帰納的議論を演繹的にすることは無駄な手
続きであるということである。われわれは、（ストローソンの例で）「やかんが十分間火にかけられてきたときはい
つでも、沸騰する」といった何らかの大前提を記入することで、「やかんが十分間火にかけられている」から「そ
れゆえ今は湯が沸いているだろう」へと移行できる。しかし、もしわれわれの問題が帰納を正当化することについ
てのものならば、それならこの大前提それ自体が正当化を必要とすることの代わりを務める帰納的主張を具体化す
るのである。というのは、その問題を構成するその推移は、大前提の内部でできるだけ問題を回避して再現する犠
牲を払ってのみ、小前提から結論へのその推移で正当化されてきたからである。「やかんが十分間火にかけられて
きたときはいつでも沸騰する」ということが引き出されうる前提のような、なにかよりいっそう一般的な主張に後
退することは、単にその問題を一段階さらに先に移すだけであろうし、おそらく無限で確実に無駄な遡及的推論に
着手することになろう。
 もしそれなら、帰納的議論を演繹的なものとして表現することは無駄であるし、道徳的議論の場合、それを演繹
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的なものとして表現しようとすることに、どんな特別な理由があるのか。もし、モーティマー主教が論じているよ
うに、道徳について論じる人たちが「神はわれわれを作った」から「われわれは神に従うべきである」へと移行す
るなら、なぜわれわれはその推移は一つの含意であるはずだと仮定すべきなのか。このようにするわれわれの傾向
性はわれわれが代案を怖れることであるのかもしれないと私は疑う。確かに、ヘアの見解の代案は「語の厳密な意
味において、道徳的判断と規範は事実的諸前提によっては含意されえないということを確かに私は示してきたけれ
ども、それでも、諸前提の間で考える含意よりもなにか緩い関係はある」ということを彼は示唆する。彼が反論の
余地のある推論の「緩い」形式と呼ぶものの教義を見出すことにおいては、私はヘアに同意する。だけれども、例
えばヘアが批判していると称するS.E.トゥールミンの『倫理における理性の場所』に現れるこの教義を、私は実際
には見出すことができない。そして、確かに含意関係は、科学的議論においてそうであるように、道徳的議論にも
存在するはずである。しかし、それが含意ではない科学的議論における重要な歩みがあるので、事実的言明と道徳
的結論の間の関係は演繹的であるか存在しないかと主張することは、われわれに道徳的議論の特徴を明らかにする
ことを妨げることになりそうだということが考えられるかもしれない。
 このことは、ヒュームの解釈にどのように影響するのか。ヒュームは少なくとも帰納についてのいくつかの節で
議論は演繹的か不完全であると断言しているので、事実的前提は道徳的結論を──確かにできないように──含意
できないので、事実的言明と道徳的判断の間に結合は（あるいは心理学的結合を除いては）あり得ないと彼が主張
しているとわれわれは正当に思えると考えてよいだろう。しかし、この点で私が示唆していることのすべては、帰
納についてのヒュームへのわれわれの現代的承認が、われわれが事実と規範についてヒュームとみなされるものへ
のわれわれの現代的承認を風変りに見せる、ということである。今は、まさに帰納へのヒュームの態度が彼のより
懐疑的契機において現れるより以上に複雑であり、それゆえ誤解を免れないように、彼の「である」と「べきである」
についての言及が誤った解釈を免れないだけでなく、実は受け入れてきたのかどうかを、私は尋ねたいだけである。

Ⅲ

 このアプローチはいまだに遠回りであろう。私が次に示唆したものは、もしヒュームがある「である」からある「べ
きである」を引き出せないことを主張しているのであれば、それなら彼はこの特定の不可能性を最初にうまく成し
遂げている。しかし、私がこのことに進む前に、一つの一般的な注意はする価値がある。もしヒュームがその道徳
的判断に対して事実は論理的に無関係であることを主張したのであれば、それは極めて奇妙であろう。というのは、
道徳性についてのヒュームの議論と、例えばヘアやノウェル-スミスの議論との間にある雰囲気の全体的な異なり
は、──それはまさに着目されるのだが──道徳性における事実への彼の関心から生じている。ヒュームの著作は、
人類学的で社会学的な注意に満ちており、時折注釈者らによりヒュームがよくしばしばもっているとされる論理と
心理学の間の混乱を帰せられた注意である。ヒュームが一般にこの混乱の罪を帰せられるかどうかは、議論するに
はこの論考の射程から外れる。しかし、彼の道徳理論が関心をもたれる限り、社会学的批評は議論の全構造に必然
的に位置を持つのである。
 例えば、正義についてのヒュームの説明を考察してみよう。ある行為を「正しい」とか「正しくない」とか呼ぶ
ことは、それが規則に該当すると言うことである。正しいことのある個別の行いは、私的か公的かあるいはそれら
の両方の利害関係とまったく反対であろう。

    だが、一つ一つの正義の行いがどれほど公共の利益や私的な利益に反する場合があっても、全体的な設計ない
し仕組みが、社会を支えるためにも、すべての個人の福利のためにも、非常に役に立つ、というより実のとこ
ろ絶対に必要なのは確実である。この善を害悪から分離するのは不可能である。所有は固定していなければな
らず、一般規則によって確定されていなければならない。ある一つの事例で社会一般の人々が迷惑を被るとし
ても、規則を持続的に実行することが、またその実行が社会に確立する平和と秩序が、この一時的な害悪を補っ
てあまりある。11
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 ヒュームは道徳的論点を作っているのか、あるいは因果的な社会学的結合を主張しているのか、あるいは論理的
論点を作っているのか。利害関係の語で正義の規則を正当化することは論理的に適切だと彼は言っているのか、あ
るいは、事実の問題のような規則が公共の利害へと導くのを観察することだと彼は言っているのかあるいは、公共
の利害関係を導くので、事実の問題のような規則が実際に正当化されると彼は言っているのか。全部で三つである。
というのは、正義の規則を正当化することについての論理的に適切な方法は、公共的利害関係へ訴えることと、実
際に公共の利害関係がその規則によってかなえられているので、規則は正当化されているということの両方を主張
しているのである。すなわち、ヒュームは明らかに規則を正当化することと、このタイプの正当化の妥当性は以下
の節に照らしても疑われえないと主張することの両方をしている。

    また、あらゆる個人にいたるまで、損得を差し引き勘定してみれば、自分自身、利益を得ているのに気づくは
ずである。正義がなければ社会は直ちに崩壊し、すべての人が、社会の中で想定し得る最悪の状況よりも限り
なく劣悪な、野蛮で孤立した状態に陥るに違いないのだから。

 さらに、このタイプの議論は『人間本性論』に限られない。他のところでも、事実的な考察は道徳的規則を正当
化できるか正当化し損なうかであると信じるとヒュームは明らかにしている。そのような考察は、自殺が道徳的に
容認されうると「自殺論」における彼の議論でヒュームによって大きく訴えられている。
 正義の正当化に戻ると、正義の規則の正当化はそれを順守することがあらゆる人の長期の利益のためであるとい
う事実にあると、ヒュームは明らかに断言している。つまり、それはそのような服従によってその人が失うよりも
得るような人はいないので、われわれはその規則に従うべきであるということである。しかし、このことは「である」
から「べきである」を引き出すことである。もしヘア、ノウェル－スミスやプライアーがヒュームを正しく解釈し
てきたならば、ヒュームは彼自身の禁止に違反している。とは言え、誰かはヒュームが単にそれに違反していると
思われると論じるかもしれない。というのは、本稿の初めになされた道徳的議論を含意としてあらわそうとする試
みは誤解されるかもしれないという示唆をもしわれわれが無視するならば、ヒュームの議論はモーティマー主教の
議論のように方法において欠陥があり、一方それをノウェル－スミスが修正する方法で修正しようとしているとい
うことをわれわれは想定してもよい。それなら、「この規則への服従は誰もの長期間の利益のためである」という
小前提から「われわれはこの規則に従うべきである」という結論への移行は、「誰もの長期間の利益のためのもの
が何であろうとわれわれは従うべきである」という大前提によってなされうるだろう。しかし、もしこのことが
ヒュームの擁護であるなら、もしヒュームがこの点で擁護を必要とするなら、それなら彼は弁明の余地がないこと
になる。というのは、「誰もの長期間の利益のためのもの」という大前提の候補として提示される言い回しは、ヒュー
ムにはそういった前提として作用できない。なぜならば、彼の用語ではそれは全く道徳的原理であり得ず、せいぜ
い一種の簡潔な定義であり得る。すなわち、「べきである」の概念は、ヒュームにとっては利益の一致の概念とい
う観点でのみ説明可能であるのだ。われわれは何かをするべきであると言うことは、普通に受け入れられる規則が
あると断言することである。そして、そのような規則の存在は、われわれの共通の利益があるところについての意
見の一致を前提している。義務は部分的にそのような一致によって構成されており、「べきである」の概念は共通
の利益の概念に論理的に依存し、その観点でのみ説明されうるのである。それゆえ、われわれは共通の利益のため
であることをなすべきであると言うことは、警句的で誤解を招きやすいわかりきったことを口で言うことか、ヒュー
ムにより理解されたのとは全く異なる意味での「べきである」という語を使うことかであろう。従って、「われわ
れは誰もの長期的な利益のためであることをなすべきである」という言い回しは、ヘアが述べる三段論法の様式に
ある大前提として現れる道徳的原理を規定しえないのである。
 ヒュームが提起している見解は、おそらくJ.S.ミルの立場との比較によって明らかにされうる。J.O.アームソン教
授が納得いくように論じてきたミルの倫理学についての解釈によれば12、ミルは、われわれ自身あるいはすべての
人が望むものについての何らかの言明から、「われわれは最大多数の最大幸福を追求するべきである」という原理
を導出するという自然主義的誤謬を犯さなかった。ミルは彼の原理を導出しなかったことで、この誤謬を犯さなかっ
たのである。ミルにとって、われわれは最大多数の最大幸福を追求するべきである」は至上の道徳原理である。ミ
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ルの功利主義とヒュームのとの違いは以下のことにある。すなわち、もしわれわれが「われわれがするべきことが
何であれ、ほとんどの人々にとっての好都合のためである」のようなそういった何らかの言明を取り上げるならば、
ミルにとってこのことは、否定することは道徳的に誤りであるが、否定することが意味をなす道徳的原理であろう。
それに対してヒュームにとってこの言明を否定することは意味のないことである。というのは、利益の一致の概念
から「べきである」を分離し、そしてそれゆえそれから意味を奪うからである。ざっと言うと、ミルにとってそう
いった原理は経験的な道徳的真理であろうし、ヒュームにとっては道徳性の根底にある必然的真理であろう。
 さらに、ヒュームとミルは他の観点での有用に対照させることができる。ミルの基本原理は、事実から独立した
道徳的主張である。ある行動の成り行きが、より多くの人々にとって他に取りうる成り行きよりも幸福を生み出し
さえすれば、少なくとも何らかの種類の効果的な道徳的基準を与える。しかしいずれにしても、正義に言及する彼
の教義の箇所は、ヒュームとは全く別のものである。われわれには、共通の利益があるゆえに道徳的規則がある。
事実がわれわれには共通の利益がないのでわれわれが事実をそれとみなす何かとは異なる、ということをわれわれ
に示すことに誰かが成功するなら、それならわれわれの道徳的規則はその正当性を失うだろう。実際、マルクスの
道徳理論の最初の動きは、おそらくヒュームが社会的道徳性の正当性を構成すると考える事実の否定として最もよ
く理解されうる。例えば所有の分配に関して、社会全体によって共有される共通の利益があるというマルクスの否
定は、彼の土俵ではヒュームと対抗する。（社会についての事実へのその明らかな言及でもって、満足という語に
よるヒュームの道徳性の特徴づけから、のちの著述家らによる道徳的判断の形式という語によって道徳性を純粋に
特徴づけようとする試みへの変化は、哲学的倫理学において、マルクス主義者が重大な変化だとみなしたものであ
るということを無視していることにわれわれは気づくかもしれない。なぜならば、わたしはこの変化をさらに悪化
した変化だと思うことではマルクス主義者に同意するので、私がその議論で後に述べたい理由からなのだが、私は
本稿を「倫理学におけるブルジョア的形式主義に抗して」と再度題名をつけたい気がしている。）
 ヒュームとミルの対照での最後の一つの要点は次の通りである。ミルの倫理学における基本原理は道徳的原理で
あるが、ヒュームのは道徳性の定義であるので、彼らは異なるタイプの擁護を要求する。ヒュームはいかにして利
益から道徳性の導出についての見解を守るのか。事実に訴えることによってである。いかにしてわれわれが実際に
人に正しいことをなすよう誘導するのか。われわれは実際にその行動をわれわれの側では正当化するのか。これら
のような問いに与えるべきなのはどんな答えか観察することで、ヒュームは彼の分析が正当化されていると信じて
いる13。

Ⅳ

 これまで私が論じてきたことは、ヒューム自身が彼の正義についての説明で「である」から「べきである」を導
出していることである。それなら、彼はあの有名な一節で彼自身の教義と矛盾しているのではないか。正義につい
てのセクションでの「である」から「べきである」の導出が含意ではなく、「である」という言明が「べきである」
という言明を必然的に伴うことができ、そしてこのことがまったく正しいということがヒュームの否定するすべて
であると指摘することによって、ヒュームの矛盾を救おうとする人がいるかもしれない。しかし、こう言うことは
その一節を誤解することになろう。というのは、私は今、事実は道徳理論についてのヒュームの積極的な示唆は本
当は「である」と「べきである」の節で提起された問いへの答えであり、その節が論理的必然とは全く関係がない
ということを論じたいからである。その議論はここで二つの面を持つ。
 第一に、本当は「である」から「べきである」へ誰も移行できないとヒュームは言っておらず、ただこれがいか
になされうるか「全く想念できないように思える」と言っているのである。われわれはヒュームの反語を完全に信
じるように育てられてきたので、彼が言うこと以上に、あるいはそれより他に必ずしもヒュームは意味する必要が
ないということを、われわれ自身時折思い起こす必要がある。実際、その修辞的で少し反語的な語調の節は、それ
をますます曖昧にする。いかに全く想念できないと思われるものがもたらされうるかをヒュームが問うなら、単に
それがもたらされえないということか、「私がここまで経験してきた道徳性のあらゆる体系」がそれをもたらして
きたような仕方ではもたらされえないということを、彼は示唆しているとみなされるかもしれない。いずれにせよ、
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もし「人の行為に関する観察」が必ずしも道徳的判断へと導くことができないとヒュームが思っていいたなら、そ
れはおかしなことである。なぜならば、そのような観察は、常にヒューム自身によって用いられてきたからである。
 第二に、普通みなされるようなその節の説得力はその明らかな真理であると思われるもの、すなわち「である」
は「べきである」を論理的に伴いえないということに依存している。しかし、論理的必然の概念はその節内に読み
取られる。ヒュームが使う語は「演繹」である。われわれ

0 0 0 0

は論理的必然の同義語としてこの語をたぶん使うだろう
し、さらにはリチャード・プライスの道徳著作集の初期のように確かによく使われる。しかし、それならヒューム
によってはそれが使われているのか。この語をヒュームが使うことの第一の興味深い特徴は、その彼の叙述での極
端な稀さである。われわれが「演繹的議論」と呼ぶべきものについて彼が語るとき、彼はいつも「論証的議論」と
いう語を使う。「演繹」という語とその同種のものは、セルビー－ビッグの索引には記載が全くないので、少なく
ともこの節でのその語の分離された出現は、解釈が必要な状態である。オックスフォード英語辞典の「演繹」や「演
繹する」に属する見出し語は、普通の十八世紀での使用法ではこれらは、「含意」や「含意する」よりむしろ「推論」
や「推論する」の同義語であったようだということを極めてはっきりとさせている。これがヒュームの用い方であっ
たのか。「政治学は科学になりうる」と題された小論で、「法律や特定の形の政体がもつ力は非常に大きく、人間の
気質や気性にはほとんど依存しないので、数理科学がもたらすものとほとんど同様に一般的で確実な帰結を、とき
にはそれらから演繹することもできよう」14とヒュームは書いている。明らかに、この節にある「～から演繹される」
を「～によって含意される」と読むことはひどく奇妙であろう。数学への言及は確かに、ヒュームが「含意」につ
いて語っていると推測するように、一瞬われわれを惑わせる。けれども、ヒュームが演繹を描写するまさに最初の
例が、彼がいかにこの語を使っているかを明らかにする。貴族や執政への否定的な発言を許すことなしに人々に対
し全法的権力を与え、それゆえ無政府状態を完全に終わらせたローマ共和国の例から、ヒュームは「そういったこ
とは代表者なしの民主主義の結果である」と一般語で結論する。すなわち、普通の帰納的議論での政治的一般化を
裏付けるために、ヒュームは過去の政治の例を用いており、彼はこのタイプの議論について語るときに「演繹する」
という語を用いているのである。それゆえ、「演繹」は「推論」を意味してなければならず、「含意」を意味するこ
とはできない。
 したがって、名高い節でのヒュームは含意に言及していない。彼がしていることは、道徳的規則は事実的言明か
らいかに推論されうるか、そして推論されるかどうかを尋ねることであり、『人間本性論』第三巻の残りの部分で
彼は彼自身の問いにある答えを与えているのである。

Ⅴ

 もちろん、これまで本稿であげられた二つの明確な論点がある。ヒュームは実際検討中の節で主張しているこ
との歴史的な問題があり、そして彼の主唱していることが正しく重要であるかどうかの哲学的問題がある。私は
これら二つの論点を過度に複雑にしたくないが、この点ではヒュームが実際に言っていることと言っていると通例
言われることとの相違によってあげられた哲学的論点を、ヒュームが簡潔に考察するつもりであることを実際に解
明する助けとなろう。ヒュームは通例「べきである」と「である」について純粋に形式的な主張をしていると言わ
れ、そのような形式的分析を中心に据える倫理学へのその種のアプローチは、一つの混乱させる結果を導きやすい。
道徳性と幸福の間の結びつきは、純粋に偶発的かつ偶然的に現われる運命にある。「ある人は～すべきである」は、
文法的な意味をなすほぼどんな動詞によっても空白が埋められうる公式として扱われる。「ある人は時折誰かを殺
すべきである」や「ある人は本当ではないことを言うべきである」は道徳的教訓の例ではない。それは、われわれ
のほとんどが受け入れる決意をしてきた教訓と反目しているという理由以上のためである。それでも、もし倫理学
が純粋に形式的な研究なら、何らかの例が役立つべきである。もし、道徳性と幸福の間の結びつきがどういうわけ
か必然的なものであるとある哲学者が感じるならば、事実的な用語を使って道徳的な語を定義することの自然主義
的誤謬を、彼は犯しているか、少なくとも告発されている。自然主義的誤謬を犯すことか、偶発的かつ偶然的に道
徳性と幸福の間を結びつけることというこの二者択一に、なぜ哲学者が突きつけられているように見えるべきかは
明らかだ。この二者択一は、道徳的発言と事実的言明の間の結びつきは絶対に含意に違いないという信念に起源が
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ある。そしてこの信念は、議論のモデルとしての形式的推論法を受け入れて、それから非形式的談話における含意
的関係を探求することから生じるのである。
 道徳性と幸福の間の結びつきの問題がきわめて重大なものであるとみなすことは、倫理学にとって第一に重要な
問題であると主張することは、もちろん、ヒュームのその問題に対する扱いが満足いくものだと認めることではな
い。しかし少なくとも、「である」と「べきである」の節がこの必要性を分かりにくくするという仕方で解釈され
るのに反して、ヒュームはその結びつきをなすことの必要性を分かっていたのである。
 第二に、ヒュームのこの節の再解釈はわれわれに、倫理学の形式主義的伝統が許すよりも実り多い仕方で実践的
推理の全問題を取り上げることを許す。われわれは「である」から「べきである」への妥当な推論をすることがで
きないともし誰かが言うならば、私は次の反例をその人に提示したくなるだろう。「もし私がスミス氏にナイフを
突き刺すなら、彼らは私を監獄へ送るであろう。しかし、私は監獄へ行きたくない。それゆえ、私は彼にナイフを
突き刺すべきではない（突き刺さない方がよい）。」これに対する応答は、これは妥当な推論である（これがいかに
して否定されうるのか私は分からない）が、それは「もし私がｘをなすなら、結果はｙになるだろうというのと、
もし私がｙは起きてほしくないなら、私はｘをなすべきではないという両方の事情があるとき」という伏せられた
大前提をあてにする完全に通常の含意であるに過ぎないというのは疑いないということであろう。このことは確か
に、その議論を件の含意にするだろう。だが、この仕方でその議論を論じないための三つの良い理由があるように
私には思える。第一に、帰納的議論はこの仕方で演繹的なものにされうるが、われわれがすでに着目してきたよう
に、含意の迷信的帰依者が議論をできるだけそのように表したいだけなのである。帰納的議論に関して欠いている
道徳的議論に関して、どんな追加理由がありうるのか。さらに、われわれがこの仕方で帰納的議論を進めないため
にとるものと似通った理由は、以下の使用法においても例証されうる。すなわち、大前提を加えることによってわ
れわれの議論を含意にしうる。しかし、われわれは議論をその非含意的形式にある議論をその前提として再生させ
てきており、もともとの議論の内で問いうるものは何でも、大前提の内部にある問いうるものとして残している。
そのような前提自体が議論であり、含意ではないものである。それを含意にすることは、同様の難問を再生させる
であろうさらなる前提を加えることになろう。それゆえ、私の推論が正しいかろうと間違っていようと、それはあ
る伏せられた前提による含意として正しいか間違っているかではない。しかし、そのような推論でなされる推移を
含意として扱わないことのための、第三のそしてより重要な理由がある。そのようにすることは、議論のうちの推
移が実はそれでなされるというその仕方を分からなくさせることである。というのは、「である」から「べきである」
への移行は、この推論において「欲すること」の概念によってなされるからである。そしてこのことは偶然的では
ない。実践的三段論法のアリストテレスの例は、典型的に「適する」や「喜ばせる」のようなそういった語を含む
前提を持つ。「である」と「べきである」の間をそのような架橋的な考えを形作る概念の長い一覧をわれわれは示
すことができよう。欲すること、必要であること、望むこと、喜び、幸福、健康──そしてこれらはほんの幾つか
にすぎない。道徳的概念はこれらのような概念とは別には理解できないと言うには、ある強力な事情があると私は
思う。この問題を曖昧にしてきた哲学者は、ここではカントである。彼の範疇的と仮言的への命令の分類は、良く
て正しいものと必要で望むことの間のどんな関連も一挙に取り除いている。ここで、カントに反論することは、私
の範囲を超えている。私のしたいことは、この論点でヒュームを分類させないことがすべてである。
 というのは、今やわれわれは、ヒュームが「である」と「べきである」の節で実は言っていることを明らかにす
ることができるからである。彼はまず、われわれが「である」から「べきである」へとそこで移行する鍵になる箇
所に注意することをわれわれに力説し、このことが困難な移行であると論じている。『人間本性論』の次の部分で、
彼はいかにそれがなされうるかをわれわれに示している。明らかにその節自体で、彼はわれわれに非論理的な仕方
でこの移行をする人たちに対する警告をしたいのである。ヒュームがわれわれに警告しているのはどんな人たちで
あろうか。
 ヒューム自身は、彼が強調するところへの注意が「道徳性の卑俗な体系すべてを覆すだろう」と言うことで、彼
が批判しているその立場を明らかにしている。この言い回しを使うことで彼は何へ言及しているのだろうか。「卑
俗な」の通例の十八世紀での使用法は、他の哲学者たちへの、より詳しくはウォラストンへのどんな参照も不可能
にする。ヒュームは、道徳性について一般に受け入れられる体系へと言及しているに違いない。または、ヒュー
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ムがこの点に関しては通例の十八世紀での使用法から外れていると思うどんな根拠もない。『人間本性論』の他の
箇所15でも、「庶民」と「大半の人間」という表現を彼が互換的に使う節がある。それゆえ、ヒュームが改革しよ
うとしているのは、普通の道徳性に対してである。そして、十八世紀では普通の道徳性が宗教的道徳性なのである。
ヒュームは実際に、道徳性の宗教的基礎を退け、そこに人間的な必要性、利益、願望や幸福にある基礎を差し込ん
でいるのである。この解釈はさらなる根拠を与えられることができるか。
 それに根拠を与える唯一の方法は、ヒュームがそれに反論する理由があり、彼が「である」と「べきである」
の節で示す記述に答える議論を含む特定の宗教の道徳的見解があれば示すことであろう。今、これが示されうる。
ヒュームは長老派の家庭で成長し、彼自身長老派のしつけに苦しんだ。ボズウェルはヒュームを以下のように記録
する。「私は彼に若いころ信仰が厚くなかったかどうか尋ねた。彼は、信仰が厚かったし人間の全義務を読むのが
習慣だった、と言った。そして、彼はそれの最後にある悪徳の目録の要約をし、そしてこれによって、殺人と窃盗
と、犯す気がなくて犯す機会のなかった悪徳を除いて、彼自身を吟味した、とも言った。」16『人間の全義務』はお
そらくリチャード・アレストリーによって書かれ、かつてはプロテスタント的敬虔の典型的で普及した著作であり、
検討中のタイプの議論を多く含んでいる。例えば、次のようなことを考えてみよう。「何かに悩むのがだれであれ、
彼自身の悩みが彼を満たすことを私に課する義務にし、あらゆる場合でもこのようにさせるということで、私はそ
の人を満たすことができる。それの義務であることの根拠は、彼ら自身の有用さだけでなく、他者の利点と利益の
ために、神が人間に能力を与えたということである。そしてそれゆえ、このように彼らの有用さのために与えられ
たものは、彼らがそれを必要とする時はいつでも、彼らに対する恩恵となる。…」17これはまさに「神の存在」あ
るいは「人間の振る舞いに関する観察」から義務の主張へと移る議論である。そして、「である」と「べきである」
の節に先立つ節で、ヒュームが議論する難問へと移るのである。ヒュームが情念と呼ぶ事実の、すなわちわれわれ
の必要、願望などといったものの問題でない限り、単なる事実の問題であるものは、行為する理由をわれわれに与
えられない。実に面白いことに、アレストリーが彼の議論にちょうどこの種の問題に言及する裏書きを与えている。

「何事かに対するわれわれの注意を向ける第二の動機は、われわれにとってそれが有用
4 4

であること、あるいは有用
さを失うことでは割り当てられる大きな害であることだ。魂を失うなら存在しなくなるという意味で、われわれは
われわれの魂を失うことはできないのは本当だ。しかし、われわれはそれらを別の仕方で失うかもしれない。…要
するに、われわれは地獄でそれらを失うかもしれないのである。…」18すなわち、われわれは、地獄に対する恐怖
によって、神が命令することからわれわれがなすべきことへと移行するのだ。これが動機を与えうることを、ヒュー
ムは『自殺について』という小論で否定する。明らかに本当は、彼はそれほど率直には言っていないけれども、そ
のような場所はないということを彼は信じているからである。
 私が提示している「である」と「べきである」の節についての解釈は、今簡潔に述べられうる。ヒュームがこの
節で道徳の自律を主張してはいない。──というのは、彼はそれを信じてはいないからである。そして、彼は含意
について主張してはいない。──というのは、彼はそれに言及していないからである。彼が主張しているのは、道
徳性の事実的土台がいかに道徳性と関連があるのかという問題は、重要な論理的論点であり、それが人にこの移行
がなされうる仕方となされえない仕方がどのようにあるのかを理解する力を与えるであろうことについての熟考な
のである。これらがどんなものかを知るために、その節自体を越えなければならないが、もしそのようにするなら
ば、事態の事実と、ヒュームが情念の項目で論じ、欲する、必要とするなどといった例で私が示してきた概念の一
つによってわれわれがなすべきであることを、われわれが結び付けることができるのは明らかである。プライアー
が示したと思われるように、ヒュームは道徳性は基礎を欠いているとは言おうとしておらず、彼はその基礎の本性
を指摘しようとしているのである。

Ⅵ

 本稿の議論は、三つの異なる仕方で不完全である。第一に、ヒュームの議論と現代的論争を関連づけることはあ
る関心事である。このことについて、ヒュームが間違った側面から採用されてきた近頃の議論が少なくとも一つあ
るというアカデミックな関心の問題としてのみ私は注意したい。ヘアとトゥールミンの間での道徳的議論について
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の討論で19、道徳的原理の言明である大前提の保護を受けて、そして道徳的議論は非演繹的であるというトゥール
ミンの主張に反して、小前提としてのみ道徳的議論に事実的言明は現れうるというヘアの議論の側面で、彼はヒュー
ムの名前に頼ってきた。しかし、私が「である」と「べきである」についてヒュームを正確に読み直すと、すると
ヒュームが主張していると思われることとヒュームが本当に主張していることの間の違いが、まさにヘアとトゥー
ルミンの間の違いであるのだ。そして、ヒュームは、彼がヘアの立場にあると思われてきたのと同じくらい決定的
にトゥールミンの立場にあるのだ。
 第二に、この節の適切な解明は、その解釈が全体としてヒュームの道徳哲学の解釈に結び付けられることを必要
とするだろう。ここでは、事実的不一致すべてが解決されるなら道徳的不一致は残らないであろうというヒューム
の道徳哲学の理論は、もしこの「である」と「べきである」の節に対する解釈が受け入れられるなら、ヒュームの
倫理の一般的構造にある部分になるということだけ私は言おう。しかし、標準的な解釈では、それはヒュームの道
徳哲学に対する奇妙で不可解な信念を残している。しかし、このこととかなりの多様な関連する論題を追求するこ
とは、本稿の範囲を越えて行ってしまうだろう。
 けれども最後に、本稿で提示してきたヒュ－ムについての解釈の重要性の一部分は、倫理学史のかなり広い文脈
の中に一般にヒュームの倫理と、とりわけこの「である」と「べきである」の節をわれわれに据えるようにする方
法にある、ということを私は提案したい。というのは、ヒュームはその歴史の転換点に立ち、「である」と「べき
である」の節についての受け入れられた解釈が彼の役割を分かりにくくしてきたと私は考えるからである。これに
よって私が意味することを、私はかなり概略的かつ思弁的な方法でのみ指し示すことができる。一段落で倫理学の
歴史を書くどんな試みも、それについて「1066年やらなにやら」という品質を持たざるをえない。しかし、続く段
落が風刺画なら、それが描写するものの理解の助けになるだろう。
 倫理学の歴史を知る一つの方法は以下の通りである。ギリシアの道徳の伝統は、時々多くの留保を伴うのは疑い
ないが、「善い」と「したい」、つまり徳と願望の間にある本質的な結合を主張する。アリストテレスにとって、道
徳的心理学をすることなしに倫理学をすることはできない。また、人が所有する何かとして、そして人間の幸福に
関連する何かとしてそれを理解することなしには、徳が何であるかを理解することはできない。道徳性は、分かり
やすくすると、人間本性に基礎づけられて理解されなければならない。中世はこの方法での倫理学の考察を保って
いる。確かに、考慮に入れるべき神の戒律という新しい要素がある。しかし、人に命令する神はまた人を創造して
おり、そして神の命令は、従うことが人間の本性のためになるというものである。それゆえ、アリストテレスの道
徳的心理学と道徳的法則に対するキリスト教的見解は、たとえトマス主義的倫理学にいくらか不満足でも同調する
のである。しかし、宗教改革はこれを変える。第一に、人間がまったく堕落しているので彼らの本性は真なる道徳
性の基礎になりえない。そして次に、人は神を裁けないので、神が善いのではなく彼が神であるというだけで、わ
れわれは神の命令に従う。そのように道徳的法則は、われわれが欲したり望んだりできる何ものかとも結び付けら
れない思惟的な決定の集合である。G.E.M.アンスコムは、法則の道徳性についての概念は、宗教改革者らによって
事実上劣化させられたと最近示唆している20。私は、法則かつそれに他ならないものの道徳性は、彼らによって導
入されたと主張する十分な根拠があると思っている。プロテスタントに対して、道徳性を人間本性に基礎づけるこ
とを、ヒュームは重ねて主張した。ヒュームを倫理学の自立の擁護者にする試みは、カントとの違いを隠匿しそう
である。カントの道徳哲学は、一観点からすれば、プロテスタント的立場の自然な結果である。そして、ヒューム
の倫理学の徳は、アリストテレスのと同様でカントのとは異なり、道徳性を心理学的に理解できる何ものかとして
保とうとしているものである。カントからムーアへと倫理学の自律を維持する伝統に対し、ヘアにとって道徳的原
理は、なんとか自分だけで説明できるものである。それらは論理的に人間本性についてのいかなる主張とも独立で
あるのだ。ヒュームはたびたびこの伝統の支持者として最近示されている。われわれが彼をそのようにみなすかど
うか、あるいはわれわれが彼を別の、そしてより古い伝統の最新の代表者としてみなすかどうかは、彼が「である」
と「べきである」について言うことを、いかにわれわれがとるかに大いにかかっている。
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1 ．はじめに

 『ラクシュミー・タントラ』（Lakṣmītantra、略号：LT）は、ヴィシュヌ派の一派であるパーンチャラートラ派
の主要な文献の一つであり、およそ 9 世紀から12世紀の間に編纂された。この書の主要なテーマの一つはパーンチャ
ラートラ派独自の哲学と宇宙論である。その哲学的見解は、ヴィシュヌ神を奉ずる多様な教派の早期の伝統を組み
込んでいるだけでなく、様々な思想を自由に取り入れ、折衷している。そして、様々な要素を統合するものとして、
ヴィシュヌ派における母なる女神ラクシュミー（ヴィシュヌ・ナーラーヤナの妃）のシャクティ（宇宙の根源力）を
最高の形而上学的原理に据えているところにこの書の特徴が現れている。そのために、『ラクシュミー・タントラ』
はパーンチャラートラ派のテクストの中で特別な地位を占めているのである。それにもかかわらず、『ラクシュミー・
タントラ』の本格的な研究は不十分であり、翻訳についてもサンスクリット原典から英訳されたものが一本あるの
みである。
 本稿は、「『ラクシュミー・タントラ』第 1 章訳註」（『東洋大学大学院紀要』第49集、2013年、pp. 129–150）に
続くものである。『ラクシュミー・タントラ』第 2 章の和訳を試み、適宜註解をつけ、その内容解明に努める。

2 ．凡例

   1 ．  底本はLakṣmī-tantra: A Pāñcarātra Āgama（Edited with Sanskrit gloss and introduction by V. Krish-
namacharya, Chennai: The Adyar Library and Research centre, 1959）を使用した。

   2 ．  翻 訳 に 際 し、Sanjukta Guptaの 英 訳Lakṣmī Tantra: A Pāñcarātra Text（Delhi: Motilal Banarsidass, 
2000）を参照した。

   3 ．各偈（シュローカ）は、原文、試訳の順に記し、註は文末に記した。
   4 ．  翻訳中の〔 〕は訳者が内容を理解しやすくするために補った部分であり、（ ）は訳者による補足的な

説明である。

3 ．『ラクシュミー・タントラ』第 2章「清浄なる創造」

  Śrīr uvāca.
シュリーは語った 1 。

  asti nirduḥkhaniḥsīmasukhānubhavalakṣaṇaḥ /
  paramātmā paraṃ yasya padaṃ paśyanti sūrayaḥ // LT 2.1
聖仙（sūri）たちが認める至高のアートマン（paramātman）の最高の境地（pada）は 2 、苦しみを離れ、計り知れなく、
至福の経験という特徴を持つものである 3 。

  kaścit keṣāṃcid ātmā syāt tasyānyeṣāṃ ca kaścana /

『ラクシュミー・タントラ』第 2章訳註

三澤　祐嗣
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  tasyāpy anya itītthaṃ tu yatraiṣā vyavatiṣṭhate // LT 2.2
あるアートマンは他の何ものかのものであり、またそれにとってもそれも別の何ものかのものである。それにとっ
てもまた別の、というように、ここにおいて、彼女は〔それら個々のアートマンとは〕異なる 4 。

  adhvanām adhvanaḥ pāraṃ paramātmānam ūcire /
  ahaṃ nāma smṛto yo ’rthaḥ sa ātmā samudīryate // LT 2.3
至高のアートマンをあらゆる道にとっての道の彼岸と言い 5 、わたし（aham）として意味が想起されるもの、それ
がアートマンであると語られる 6 。

  anavacchinnarūpo ’haṃ paramātmeti śabdyate /
  kroḍīkṛtam idaṃ sarvaṃ cetanācetanātmakam //LT 2.4
束縛から離れたものとしてのわたし（aham）が至高のアートマンと呼ばれる 7 。〔その至高のアートマンは〕この
あらゆる知覚できる性質のものとできない性質のものを包含する 8 。

  yena so ’haṃsmṛto bhāvaḥ paramātmā sanātanaḥ /
  sa vāsudevo bhagavān kṣetrajñaḥ paramo mataḥ // LT 2.5
永遠なる至高のアートマンの状態であるそれはわたし（aham）であると想起することによって、彼はヴァースデー
ヴァ 9 、バガヴァット、クシェートラジュニャ10、最高存在（parama）とみなされる11。

  viṣṇur nārāyaṇo viśvo viśvarūpa itīryate /
  ahaṃtayā samākrāntaṃ tasya viśvam idaṃ jagat // LT 2.6

〔また彼は〕ヴィシュヌ、ナーラーヤナ12、ヴィシュヴァ、ヴィシュヴァルーパと呼ばれる。彼（＝ナーラーヤナ）の「わ
たし性」（ahaṃtā）によって、この世界全てが把握されている13。

  vastvavastu ca tan nāsti yan nākrāntam ahaṃtayā /
  idaṃtayā yad ālīḍham ākrāntaṃ tad ahaṃtayā // LT 2.7
そして、「わたし性」（ahaṃtā）によって満たされないもの、それは実在の物質にも非実在（＝未顕現）の物質に
も存在しない。「これ性」（idaṃtā）によって解消される（示される？）もの、それは「わたし性」（ahaṃtā）によっ
て満たされる14。

  sarvataḥ śānta evāsau nirvikāraḥ sanātanaḥ /
  ananto deśakālādiparicchedavivarjitaḥ // LT 2.8
実に彼（ナーラーヤナ）は、完全に静寂で、不変化で、永遠であり、終わりがなく、場所や時間などの制限から自
由である。

  mahāvibhūtir ity ukto vyāptiḥ sā mahatī yataḥ /
  tad brahma paramaṃ dhāma nirālambanabhāvanam // LT 2.9
偉大なる彼女（ラクシュミー）は遍充である故に、「大いなる力の顕現」（mahāvibhūti）と呼ばれる。それ15がブ
ラフマンであり、最高の居処、独立した本質16である。

  nistaraṅgāmṛtāmbhodhikalpaṃ ṣāḍguṇyam ujjvalam /
  ekaṃ taccidghanaṃ śāntam udayāstamayojjhitam // LT 2.10

〔ブラフマンは〕凪いだアムリタ（不死の霊薬）の海と等しいものであり、 6 つのグナ17が集合したものであり、輝
くものである、その唯一の最高精神（cidghana）は、静寂であり、生起と消滅から離れている。
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  apṛthagbhūtaśaktitvād brahmādvaitaṃ tad ucyate /
  tasya yā paramā śaktir jyotsneva himadīdhiteḥ // LT 2.11
存在物とシャクティは不可分であるから、そのブラフマンは不二であると言われる。彼（ナーラーヤナ）にとって、
最高のシャクティは、月にとっての光線のごとくである18。

  sarvāvasthāgatā devī svātmabhūtānapāyinī /
  ahaṃtā brahmaṇas tasya sāham asmi sanātanī // LT 2.12
あらゆる状態に到達した女性、女神、自己の存在が堅固なる女性（自己の実在が不滅なる女性）であり、そのブラ
フマンにとっての「わたし性」（ahaṃtā）である彼女（シャクティ）は、永遠なるわたし（aham）である。

  ātmā sa sarvabhūtānām ahaṃbhūto hariḥ smṛtaḥ /
  ahaṃtā sarvabhūtānām aham asmi sanātanī // LT 2.13
彼（ナーラーヤナ）はアートマンであり、あらゆる存在物にとっての「わたしという存在」（ahaṃbhūta）であり、
ハリであると認められている。あらゆる存在物にとっての「わたし性」（ahaṃtā）は、永遠なるわたし（aham）
なのである19。

  yena bhāvena bhavati vāsudevaḥ sanātanaḥ /
  bhavatas tasya devasya sa bhāvo ’ham itīritā // LT 2.14
その存在するものとしての神にとって、その（神の）状態は、わたし（aham）と言われている。その状態によっ
て永遠なるヴァースデーヴァが存在してる20。

  bhavadbhāvātmakaṃ brahma tatas tac chāśvataṃ padam /
  bhavan nārāyaṇo devo bhāvo lakṣmīr ahaṃ parā // LT 2.15 
存在するものと状態という〔 2 つの〕本質がブラフマンであり、それ故にそれは永遠の境地である。存在がナーラー
ヤナ神であり、状態21がラクシュミーであり、わたし（aham）であり、最高処（parā）である。

  lakṣmīnārāyaṇākhyātam ato brahma sanātanam /
  ahamtayā samākrānto hy ahamarthaḥ prasidhyati // LT 2.16
それ故、永遠なるブラフマンをラクシュミー・ナーラーヤナと呼ぶ。なぜなら、「わたし性」（ahaṃtā）によって
遍満され、「わたしという実在」（ahamartha）が完成するから。

  ahamarthasamutthā ca sāhaṃtā parikīrtitā /
  anyonyenāvinābhāvād anyonyena samanvayāt // LT 2.17
彼女（ラクシュミー）は、「わたしという実在」（ahamartha）から生起するものであり、「わたし性」（ahaṃtā）と
言われる。互いに離れていないから、互いに結合しているから22。

  tādātmyaṃ viddhi saṃbandhaṃ mama nāthasya cobhayoḥ /
  ahaṃtayā vināhaṃ hi nirupākhyo na sidhyati // LT 2.18
わたしと支配者という両者の関係は同性質であること23を知れ。なぜなら、「わたし性」（ahaṃtā）なしに、わたし

（aham）は存在せず、完成することなはない。

  ahamarthaṃ vināhaṃtā nirādhārā na sidhyati /
  bhavadbhāvātmakaṃ rūpaṃ samastavyastagocaram // LT 2.19

「わたしという実在」（ahamartha）なしには、「わたし性」（ahaṃtā）は支えがなく、完成しない。存在するもの（ナー
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ラーヤナ）と状態（ラクシュミー）から成る形態は、全体として、また個々のものとして認識される24。

  parokṣam aparokṣaṃ ca jagati pravicintyate /
  nirunmeṣe nirunmeṣā sāhaṃtā parameśvarī // LT 2.20
世界において、見えないものも見えるものも、〔人々によって〕考えられている。彼女は閉眼（未顕現）のときに閉眼（未
顕現）である25。〔その彼女は〕「わたし性」（ahaṃtā）である最高の主宰女神（parameśvarī）である。

  kroḍīkṛtyākhilaṃ sarvaṃ brahmaṇi vyavatiṣṭhate /
  unmeṣas tasya yo nāma yathā candrodaye ’mbudheḥ // LT 2.21
あらゆるものを包含するすべて（の世界）は、ブラフマン（の状態）において存在している。海から月が昇るとき
のように、それ（ブラフマン）がまさに開眼（unmeṣa）であり〔それは次のものである〕。

  ahaṃ nārāyaṇī śaktiḥ sisṛkṣālakṣaṇā tadā /
  nimeṣas tasya yo nāma saṃhṛtau paramātmanaḥ // LT 2.22
そのとき26、〔それは〕わたし（aham）であり、ナーラーヤナのシャクティ（nārāyaṇī śaktiḥ）であり、創造のため
の意欲を特徴とするものである。至高のアートマンにとって、世界の還滅のときに、それ（ブラフマン）がまさに
の閉眼（nimeṣa）であり〔それは次のものである〕。

  ahaṃ nārāyaṇī śaktiḥ suṣupsālakṣaṇā hi sā /
  sisṛkṣāyā mamodyantyā devāl lakṣmīpateḥ svayam // LT 2.23
その彼女が27、わたし（aham）であり、ナーラーヤナのシャクティ（nārāyaṇī śaktiḥ）であり、まさに眠り（＝還滅）
のための意欲を特徴とするものである。創造のための意欲からわたし（aham）が生起することによって、ラクシュ
ミーの主（夫）である神（＝ナーラーヤナ）から自分自身で〔生起する〕。

  avyāhatam asaṃkocam aiśvaryaṃ pravijṛmbhate /
  jñānaṃ tatparamaṃ brahma sarvadarśi nirāmayam // LT 2.24

〔その彼女は〕妨げられず、抑圧されない「自在力」（aiśvarya）が、満ちあふれている。かの究極の「知識」（jñāna）
がブラフマンであり、全てを見るもの、汚されないものである。

  jñānātmikā tathāhaṃtā sarvajñā sarvadarśinī /
  jñānātmakaṃ paraṃ rūpaṃ brahmaṇo mama cobhayoḥ // LT 2.25
同様に、「わたし性」（ahaṃtā）の「知識」（jñāna）の本質は、全てを知るものであり、全てを見るものである。
ブラフマンとわたしの両者の「知識」（jñāna）の本質は最高の形態である。

  śeṣam aiśvaryavīryādi jñānadharmaḥ sanātanaḥ /
  aham ity āntaraṃ rūpaṃ jñānarūpam udīryate // LT 2.26
他の「自在力」（aiśvarya）や「勇猛さ」（vīrya）などは「知識」（jñāna）の特質（属性、dharma）であり、永遠である。

「知識」（jñāna）の形態は、わたし（aham）という固有の形態であると言われている28。

  prakāśakādikaṃ rūpaṃ sphaṭikādisalakṣaṇam /
  atas tu jñānarūpatvaṃ mama nārāyaṇasya ca // LT 2.27

〔その「知識」（jñāna）の形態は〕水晶などの特徴を伴っている輝きなどの形態であり、それ故に、わたしとナーラー
ヤナの「知識」（jñāna）の形態を持つものである。
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  avyāhatir yad udyatyās tad aiśvaryaṃ paraṃ mama /
  iccheti socyate tattattattvaśāstreṣu paṇḍitaiḥ // LT 2.28
生起する（udyatī）〔わたし〕は妨げられない（avyāhati）29、それがわたしの最高の自在力（aiśvarya）である。そ
れは意欲（icchā）30であると、あらゆる真理〔が説かれる〕シャーストラ（聖典）において、賢者たちによって語
られている31。

  jagatprakṛtibhāvo me yaḥ sā śaktir itīryate /
  sṛjantyā yac chramābhāvo mama tad balam iṣyate // LT 2.29
世界の物質的根源（prakṛti）としてのわたしの状態が「潜在力」（śakti）であると言われている32。わたしは創造
しながらも疲れることはない、それが「力」（bala）であると考えられている33。

  bharaṇaṃ yac ca kāryasya balaṃ tac ca pracakṣate /
  śaktyaṃśakena tat prāhur bharaṇaṃ tattvakobidāḥ // LT 2.30 
結果（創造されたもの）の維持、それもまた「力」（bala）と言っている。真理を体得した者たちは、その維持を「潜
在力」（śakti）の部分34として説明する35。

  vikāraviraho vīryaṃ prakṛtitve ’pi me sadā /
  svabhāvaṃ hi jahāty āśu payo dadhisamudbhave // LT 2.31
わたしは世界の物質的根源（prakṛti）であるけれども、常に変異しない（変異から離れている）、〔それが〕「勇猛さ」

（vīrya）である。なぜなら、牛乳は、ヨーグルトに変わるとき、自己の性質を直ちに捨て去る36。

  jagadbhāve ’pi sā nāsti vikṛtir mama nityadā /
  vikāraviraho vīryam atas tattvavidāṃ matam // LT 2.32
しかし、世界の存在において（世界が出現しても）、わたしにとってそれ（シャクティ）は永遠に変化しない。それ故、
変異しない（変異から離れている）ことが「勇猛さ」（vīrya）であると、真理を知る者たちは理解している。

  vikramaḥ kathito vīryam aiśvaryāṃśaḥ sa tu smṛtaḥ /
  sahakāryanapekṣā me sarvakāryavidhau hi yā // LT 2.33

「勇猛さ」（vīrya）は勇敢さ（vikrama）であると語られ、さらに、それは「自在力」（aiśvarya）の部分（要素）
であるとも言われる。わたしはあらゆる行為の法則において共に行動するもの（sahakārin）とは関わりがない。

  tejaḥ ṣaṣṭhaṃ guṇaṃ prāhus tam imaṃ tattvavedinaḥ /
  parābhibhavasāmarthyaṃ tejaḥ kecit pracakṣate // LT 2.34
これこそを376番目のグナ（属性）である「光輝」（tejas）であると、真理を知る者たちは言う。「光輝」（tejas）は、
他者を支配下に置く能力であると、ある者たちは述べる。

  aiśvarye yojayanty eke tattejas tattvakovidāḥ /
  iti pañca guṇā ete jñānasya srutayo ’malāḥ // LT 2.35
真理を体得した者たちの一部は、その「光輝」（tejas）を「自在力」（aiśvarya）に結びつける。これら 5 つのグナ

（属性）が、「知識」（jñāna）の清浄なる流出（sruti）である。

  jñānādyāḥ ṣaḍguṇā ete ṣāḍguṇyaṃ mama tadvapuḥ /
  udyatītthaṃ sisṛkṣāyā mamāyutatamī kalā // LT 2.36
これら「知識」（jñāna）などの 6 つのグナ（属性）は、6 つのグナ（属性）から成るわたしの顕現体（出現した姿）
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である。このように、わたしの創造の意欲により、何万もの部分38が出現しつつある。

  śuddhāśuddhātmako vargas tayā kroḍīkṛto ’khilaḥ /
  tatra śuddham ayaṃ mārgaṃ vyākhyāsyāmi sureśvara // LT 2.37
清浄と不浄な本質を持つ一群は、彼女（＝ラクシュミー）によって、完全に包含されている。そこで、この清浄な
る道をわたしは語ろう39、神々の主40よ。

  abhivyaktānabhivyaktaṣāḍguṇyakramam ujjvalam /
  ālambitacatūrūpaṃ rūpaṃ tatpārameśvaram // LT 2.38
その最高の主宰神の形態は、顕現しあるいは顕現していない 6 つのグナ（属性）から成る階梯に基づくものであり、
輝きであり、 4 つの形態である41。

  guṇakalpanayādhyasto guṇonmeṣakṛtakramaḥ / 
  mūrtīkṛtaguṇaś ceti tridhā mārgo ’yam adbhutaḥ // LT 2.39 
グナ（属性）の形成によって位置づけられたもの、グナ（属性）の開眼（顕現）がなされる歩み、具現化がなされ
たグナ（属性）という驚異的な 3 種の道がある42。

  yugāni trīṇi ṣaṇṇāṃ yāny āhur jñānādikāni vai /
  samāsavyāsatas teṣāṃ cāturātmyaṃ vivicyate // LT 2.40
6 つの「知識」（jñāna）など（の属性）を持つものは一対ずつの 3 つになると言う。それらが、実に、それぞれの
組合せと配列により、 4 つの性質を持つものに分離される43。

  samastavyastabhedena guṇānāṃ tadyugatrayam /
  vivakṣyate yadā sā me śāntāyāś cāturātmyatā // LT 2.41
結合したものと分離したものの区別によって、諸々のグナ（属性）がそれぞれ 3 つの組み合わせになるとき、それ
はわたしの寂静なる 4 つの性質そのものと言われる44。

  ākṛtīr anavekṣyāpi guṇānāṃ kalpanākṛtam /
  cāturātmyam idaṃ prāhuḥ śāntāyās tattvacintakāḥ // LT 2.42
たとえ顕現体を見なくても、この諸々のグナ（属性）が具現化することによって作られたものを、真理を考察する
者たちは寂静なる 4 つの本質と呼ぶ45。

  śāntātiśāntād unmeṣo mama rūpād yugatraye /
  kramavyaktaṃ tadādyaṃ me cāturātmyam amūrtimat // LT 2.43
寂静と完璧な寂静の形態から、 3 つの組み合わせ（という状態）で、わたしの開眼（顕現）がある。段階的に顕現
するわたしの 4 つの本質のその最初のものが、形象を有さないものである46。

  ataraṅgam anirdeśyaṃ niḥsattaṃ sattvam avyayam /
  saccinmātrākhya unmeṣaḥ sādyā me śāntatācyutiḥ // LT 2.44

〔すなわちそれは〕不動のものであり、指し示すことができないものであり、存在から離れたもの47であり、サッ
トヴァであり、不変なものである。〔その〕開眼（顕現）は存在と知そのものと呼ばれる。それは、寂静性（不活
動性）48からのわたしの最初の分離である49。

  vyaktajñānabalākhyāyāṃ pūrvaṃ saṃkarṣaṇātmani /
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  tilakālakavat sarvo vikāro mayi tiṣṭhati // LT 2.45
まずはじめに、わたしの「知識」（jñāna）と「力」（bala）の顕現と呼ばれるサンカルシャナの本質（アートマン）
の中に、（皮膚の下の）ほくろのごとくに、すべての変異（vikāra）が存在する50。

  tan māṃ saṃkarṣaṇātmānaṃ vidur jñānabale budhāḥ /
  svayaṃ gṛhṇāmi kartṛtvam unmiṣantī tataḥ param // LT 2.46
かのわたしであるサンカルシャナの本質を、「知識」（jñāna）と「力」（bala）であると、知者たちは認識する。そ
れから、〔わたしは〕開眼（顕現）しつつ、作者性を自らに獲得する51。

  pradyumna iti mām āhuḥ sarvārthadyotanīṃ tadā /
  yugaṃ prasphuritaṃ rūpaṃ tasminn aiśvaryavīryayoḥ // LT 2.47
その時、すべての対象を輝かせるわたしをプラディユムナと言う。そこにおいて、「自在力」（aiśvarya）と「勇猛さ」

（vīrya）の組み合わせの形態が現れる。

  tatas tayā kriyāśaktyā labdhāveśā cikīrṣayā /
  yujyamānāniruddhākhyāṃ lambhitā tattvakovidaiḥ // LT 2.48
それから、その活動力（kriyāśakti）によって浸透され、〔また〕活動の意欲と結びついたものが52アニルッダとい
う名称で真理を体得した者たちによって呼ばれる53。

  avasthāḥ kramaśo me tāḥ suṣuptisvapnajāgarāḥ /
  tisro mama svabhāvākhyā vijñānaiśvaryaśaktayaḥ // LT 2.49
わたしにとって、その諸々の状態は、段階的に、熟睡状態（suṣpti）、夢眠状態（svapna）、覚醒状態（jāgara）で
ある54。 3 つのわたしの自性（svabhāva）と呼ばれるものは、「知識」（vijñāna＝jñāna）、「自在力」（aiśvarya）、「潜
在力」（śakti）である。

  unmiṣantyaḥ pṛthaktattvatrayeṇa parikīrtitāḥ /
  balaṃ vīryaṃ tathā teja ity etat tu guṇatrayam // LT 2.50

〔それらの自性は〕開眼（顕現）しつつあり、原理（tattva）の 3 種の区分として言及される。他方、「力」（bala）、「勇
猛さ」（vīrya）、そして「光輝」（tejas）というこの 3 つのグナ（guṇatraya）がある。

  śramādyavadyābhāvākhyaṃ jñānāder upasarjanam /
  itthaṃ śāntoditāvasthādvayabhedajuṣo mama // LT 2.51

〔それら 3 つのグナ（属性）は〕疲労などの不完全さは存在せず、知識（jñāna）などの流出（upasarjana）であ
る55。このように、わたしにとって、平安なるもの56から生起した状態は 2 種の区別を持つものである57。

  svadharmormisamullāso na bhedāyām budher iva /
  prāyo yad guṇakartavye varte kṛtyā yayā hy aham // LT 2.52
自己の性質のあらわれ（波）である喜びが、知者（＝ラクシュミー）から離れてはいないように、わたしが現れる
創造によって、主にグナが作られるから58。

  tatra tadguṇayugmaṃ tu mama rūpatayocyate /
  ato jñānabale devaḥ saṃkarṣaṇa udīryate // LT 2.53
さて、そこにおいて59、そのグナの一対（組み合わせ）が、わたしにとって形態性（形あるもの）として、語られる。
それ故、知識（jñāna）と力（bala）〔の組み合わせ〕である神は、サンカルシャナと述べられる。
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  aiśvaryavīrye pradyumno ’niruddha śaktitejasī /
  ādyas tv abhinnaṣāḍguṇyo brahmatattvāpṛthaksthitau // LT 2.54

「自在力」（aiśvarya）と「勇猛さ」（vīrya）〔の組み合わせ〕がプラディユムナであり、「潜在力」（śakti）と「光輝」（tejas）
〔の組み合わせ〕はアニルッダである。しかし、最初の分化していない 6 つのグナに関するものは、ブラフマンと
いう原理と不可分な状態として〔存在する〕60。

  eko ’py anunayaudāryakrauryaśauryādibhir guṇaiḥ /
  naṭaḥ pravartate yadvad veṣaceṣṭādibhedavān // LT 2.55
一人の役者でも、平静さ、高潔さ、残虐さ、勇敢さなどの諸々の性質（グナ）によって、衣装や演技などが異なっ
て現れるように。

  tadvad ekāpi saivāhaṃ jñānaśaktyādibhir guṇaiḥ / 
  saṃkarṣaṇādisadbhāvaṃ bhaje lokahitepsayā / LT 2.56
まさにそのように、かのわたしは一人であっても、「知識」（jñāna）や「潜在力」（śakti）などの（ 6 つの）グナ（属
性）によって、世界の利益を望むことにより、サンカルシャナなどの実在に、〔自身を〕分割する。

  kramaśaḥ pralayotpattisthitibhiḥ prāṇyanugrahaḥ /
  prayojanam athānyac ca śāstraśāstrārthatatphalaiḥ // LT 2.57

〔わたしの目的は〕順番に破壊・創造・維持〔を行うこと〕による、人類の救済である。また、もう一つの目的は、
教え（śāstra）と教えの意味（śāstrārtha）のその諸々の結果によって〔人類を救済することである〕。

  daśās turyasuṣuptyādyāś caturvyūhe ’pi lakṣayet /
  vibhavo ’nantarūpas tu padmanābhamukho vibhoḥ // LT 2.58
第 4 状態（turya）や熟睡状態（suṣupti）などの状態（daśā）を、 4 つのヴューハ（配置）においても、見るべ
し61。一方、遍在者（神）のヴィバヴァ（展開）は、パドマナーバ（蓮華を臍とする者＝ヴィシュヌ）を始めとす
る無限の形態である62。

  aniruddhasya vistāro darśitas tasya sāttvate /
  arcāpi laukikī yā sā bhagavadbhāvitātmanām // LT 2.59
アニルッダの詳述は、かのサーットヴァタ63において示される。バガヴァットによってアートマンが清められた世
間の神像（arcā）も、また〔サーットヴァタにおいて示される〕。

  mantramantreśvaranyāsāt sāpi ṣāḍguṇyavigrahā /
  parādyarcāvasāne ’smin mama rūpacatuṣṭaye // LT 2.60
マントラとマントラの主宰神を付置することにより、それ（神像）もまた、 6 つのグナ（属性）を備えた身体とな
る64。最高神（parā）で始まり神像（arcā）に至るこのわたしの 4 種の形態（ヴューハ）において。

  turyādyavasthā vijñeyā itīyaṃ śuddhapaddhatiḥ /
  īṣadbhedena vijñeyaṃ tadvyūhavibhavāntaram /
  śuddhetaraṃ tv atho mārgaṃ mama śakra niśāmaya // LT 2.61

〔 4 ヴューハは〕第 4 状態（turya）などの状態が知られるべし。以上、これが清浄なる道（śuddhapaddhati）である。
そのヴューハとヴィバヴァの違いは、わずかな差異として知るべし。では次に、わたしの不浄なる道（śuddhetaram 
mārgam）65を聞け。シャクラよ。
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iti śrīpāñcarātrasāre lakṣmītantre śuddhamārgaprakāśo nāma dvitīyo ’dhyāyaḥ
以上、パーンチャラートラ派の精髄『ラクシュミー・タントラ』における

第 2 章「清浄なる道の明示」。
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註

1  第 1 章においてインドラより『ラクシュミー・タントラ』を示して欲しいと乞われたラクシュミーが、その教えを語る
場面から、第 2 章は始まる。

2  Guptaは「有名なヴェーダマントラの繰り返し：tad viṣṇoḥ paramam padam sadā paśyanti sūrayaḥ divīva cakṣur 
ātatam （Ṛg V. I. 22. 20）」と説明している。［Gupta 2000:  8 ］

3  第 1 偈では、創造の最初の状態は至高のアートマン（paramātman）から始まる、ということが示されている。
4  個々のアートマンは同じアートマンであるにも関わらず異なるものであるが、ここではさらに、それら個々のアートマ

ンと彼女すなわちラクシュミーは、性質が同じであるが異なるものであるということを示していると考えられる。そし
て、そのラクシュミーをLT 2.1で説かれる至高のアートマンと同一視している。そのために「彼女」という語を用いて
いるのであろう。Krishnamacharyaによる註釈では、「アートマンは。統御するものという意味である。“eṣā”とは。個々
に異なるもの（vyavasthā）ということが省略されている。別のものである、すなわち完成しているのであり、それが
至高のアートマンという前者（ 1 偈）と結びつく。」（“ātmā. niyantety arthaḥ. eṣeti. vyavastheti śeṣaḥ. vyavatiṣṭhate 
samāpnoti, sa paramātmeti pūrveṇānvayaḥ.”）と説明される。［Krishnamacharya 1959: 6］

5  GuptaはKaṭha Upaniṣad 1.3.9を例に挙げ、「この概念はウパニシャッドに遡る」としている。［Gupta 2000: 8］
6  至高のアートマンとアートマンは別ものである。最高処において、活動せず、彼岸であるのが、至高のアートマンであ

るが、自身をわたしとして想起するときにアートマンになるのである。
7  LT 2.3で説かれている「わたし」と異なることに注意しなければならない。〈「わたし」として意味が想起されるもの〉

がアートマンであり、〈束縛から離れた「わたし」〉が至高のアートマンである。ラクシュミーは至高のアートマンと同
一であり、その在り方の違いを示しているのである。

8  知覚できる性質のものとできない性質のものとは、精神性のものと非精神性のものを指すと考えられる。前者はこころ
を持つものであり、生物のことである。一方、後者はこころを持たないもので、無生物のことである。そして、至高のアー
トマンは、あらゆる精神性のものと非精神性のもの、つまり世界の一切を支配するのである。

9  サートヴァタ族、別名ヴリシュニ族において、ヴァースデーヴァは最高神として崇められていた。この一族にはヴァー
スデーヴァやサンカルシャナという戦士がいたという。この宗教は広く信仰されるようになり、やがてクリシュナとも
同一視され、ヴァースデーヴァ・クリシュナとも呼ばれるようになった。［バンダルカル 1984: 24–31］ さらにバンダ
ルカル氏によると、「ヴェーダの神に起源をもつヴィシュヌ神の系統」、「宇宙的・哲学的神であるナーラーヤナの系統」、
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「歴史的神格であるヴァースデーヴァの系統」という 3 つの系統が明確にひとつの流れを形作り、さらに第 4 の系統と
して「牛飼いのクリシュナの系統」が加わり、ヴィシュヌ派が形成されていくという。［バンダルカル 1984: 105］

10 知田者とも訳される。kṣetra（土地）をjñaḥ（知る者）という意味で、kṣetraとはプラクリティあるいは物質原理を指し、
kṣetrajñaḥとはプルシャすなわち精神原理のことである。

11 至高のアートマンから始まる創造の次の段階であり、無活動であった至高のアートマンが、「わたしである」と自己を
認識することによって、自己を最高神として顕現させるのである。これが創造の 2 番目の段階である。

12 ナーラーヤナ神は、「ナーラ（ナラの集団＝人々）が赴く休息所（目的地）」や、「ナラ」を男らしい者としての神々」
と解して「神々の休息所（目的地）」を意味すると言われる。あるいは原初の水と結びつけられ、「水はナラの息子だか
らナーラーといわれ、この水がハリ神の休息所だからハリ神はナーラーヤナと呼ばれるのだ」と説明されている。ナー
ラーヤナは、ブラーフマナ文献の時代には最高神の地位に登っており、ヴァースデーヴァ崇拝が発展するようになると、
その 2 神は同一視されるようになっていったという。［バンダルカル 1984: 90–99］

13 Krishnamacharyaによる註釈では、「別のところで、シャクラ（インドラ）は「ヴィシュヌであるここなるあなたによっ
て、水、世界、動くものと動かないものは遍満されている」と語っている」（“āha ca śakro ’nyatra — “tvayaitadviṣṇuṇā 
cāmba jagadvyāptaṃ carācaram” iti.”）と説明される。［Krishnamacharya 1959: 6］ ここではおそらく、ナーラーヤナは、

「わたし性」（ahaṃtā）すなわち自身を自身として認識することによって、全世界に行き渡っているということが説かれ
ているのであろう。

14 Krishnamacharyaの註釈では、「“idaṃtayā”〔云々〕とは。“idam”という言葉の意味によって、すべての世界は
知られるという意味である」（“idaṃtayeti.  idaṃśabdārthatayā pratītaṃ sarvaṃ  jagad  ity arthaḥ.”）と説明される。

［Krishnamacharya 1959: 6］ 「これ性」（idaṃtā）とは、ものをものとして成立させるもの、個別に成り立つものと考
えられ、名称とも解せるであろう。“ālīḍha”は「舐められる」「食べられる」「解体される」などを意味する。「これ性」（idaṃtā）
によって解体される（示される？）ものとは、この世界のあらゆるものを意味すると考えられる。そして、それらが「わ
たし性」（ahaṃtā）によて満たされる、すなわち全世界に「わたし性」（ahaṃtā）が遍満していると考えられる。あるいは、
解体・解消されるということは、個別性がなくなるということであり、あらゆる世界が同一になるということを意味し
ているとも考えられる。

15 ここでは、ラクシュミーとブラフマンを同一視している。
16 すなわち、他に依存することなく存在するのである。
17 シャクティの 6 つのグナ（属性）、すなわち、（ 1 ）知識（jñāna）、（ 2 ）自在力（aiśvarya）、（ 3 ）潜在力（śakti）、（ 4 ）

力（bala）、（ 5 ）勇猛さ（vīrya）、（ 6 ）光輝（tejas）である。
18 Krishnamacharyaの註釈では、「自己と不可分に確立したシャクティである「わたし性」（ahaṃtā）に限定されるという

ことから、その限定されたものが、まさに唯一のブラフマンであり、真実であるという意味である」（“svāpṛthaksiddhś
aktyahaṃtāviśiṣṭatvāt tadviśiṣṭaṃ brahmaikam eva tattvam ity arthaḥ.”）と説明される。［Krishnamacharya 1959: 6］

19 「わたし」（aham）は、「わたしという存在」（ahaṃbhūta）＝「わたしという実在」（ahamartha）と「わたし性」（ahaṃtā）
という 2 側面があるが、シャクティである「わたし性」（ahaṃtā）を、属性でありながら永遠なる「わたし」（aham）
という最高処と同置している。

20 ラクシュミーが存在するから、ヴァースデーヴァが存在するのである。
21 bhāvaḥは男性形であるが、ラクシュミーに対応する。
22 実在が先にできて、そこに属性が付与される。
23 ラクシュミーとナーラーヤナは同じ存在であるということ。
24 「わたし」には 2 つの側面がある。すなわち「本体としてのわたし」と「機能ないし属性としてのわたし」である。「本

体としてのわたし」は、「わたしという実在」（ahamartha）であり、ナーラーヤナである。「機能ないし属性としての
わたし」とは、「わたし性」（ahaṃtā）であり、ラクシュミーである。両者は同一であるが別ものであり、片方が欠ける
ことは想定されていなく、両者は互いに一方がなくては存在できない、すなわち両者は互いに限定し合っているのである。

25 ブラフマンが未顕現のときには顕現しないということである。あるいは顕現したいときに顕現するとも考えられるかも
しれない。

26 前偈21のCパダ“yaḥ”を受けて。
27 前偈22のCパダ“yaḥ”を受けて。
28 シャクティの 6 つのグナ（属性）のうち、「知識」（jñāna）が彼女の本質であり、それ以外の 5 つは付随するものである。
29 Guptaは、「創造性のわたしの原初の状態に言及して」と訳し、この“udyatī”を直前の創造の局面に言及していると説

明している。［Gupta 2000: 10］
30 Krishnamacharyaの註では次のように説明されている。「icchāとは。創造の目的としてのシャクティの自在力（aiśvarya）
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の形態が前の24偈に説明され、ここで思い起こされる。なぜなら、sisṛkṣāは創造のため（sraṣṭum）の意欲（icchā）で
あるから。」（“iccheti. sisṛkṣāśakteraiśvaryarūpatvaṃ pūrvaṃ caturviṃśe śloke varṇitamatra smartavyam. sisṛkṣā hi 
sraṣṭumicchā.”）［Krishnamacharya 1959: 8］

31 「自在力」（aiśvarya）によって彼女の創造は妨げられない、すなわち、彼女にとって創造は自由自在なのである。
32 Krishnamacharyaの註では次のように説明されている。「女神による世界のプラクリティの状態は、自己の本質ではな

いから、その状態のように、変化しうる性質を付加される故に。それにもかかわらず、自己のあり方が実在する知と無
知であるアートマンによって、と理解されるべきである。なぜなら、まさにこの彼女は、ブラフマンから世界のプラ
クリティというものに帰着するからである。」（“devyā jagatprakṛtibhāvo na svarūpataḥ,  tathātve vikāritvaprasaṅgāt. 
kiṃtu svaprakārahūtacidacidātmaneti draṣṭavyam. eṣaiva hi brahmaṇo  jagatprakṛtitve gatiḥ.”）［Krishnamacharya 
1959: 8］

33 シャクティによって、女神は世界の根源（prakṛti）となる。女神は「力」（bala）によって何の労もなく世界を創造する。
34 シャクティにはおそらく 2 つの側面があると考えられる。ラクシュミーであるシャクティと 6 つのグナ（属性）の一つ

としてのシャクティ（「潜在力」）である。ここでは後者を意味していると考えられる。
35 力（bala）によって結果（創造されたもの＝世界）は維持される。
36 様々なものは、様々に性質を変化させていくが、シャクティのみは本質として変化しないということである。
37 前文“yā”を受けて。
38 何万ものわたしの部分になって出現する。あらゆる存在物が出現する。
39 61偈に示されるとおり、不浄な道は次章以降に説かれる。
40 インドラのこと。
41 この 4 つの形態とは、ヴューハ（配置）と呼ばれる 4 柱の神の顕現である。その神々は、ヴァースデーヴァ、サンカル

シャナ、プラディユムナ、アニルッダである。サンカルシャナは別名Balabhadraとも呼ばれ、ヴァースデーヴァの兄
である。また、プラディユムナとアニルッダはそれぞれヴァースデーヴァの息子と孫である。ヴューハの神格は、上記
の 4 名にSāmbaを足した、ヴリシュニ族の 5 人の英雄が元になっているとされる。いつのころからかSāmbaは除外され、
ヴァースデーヴァを頂点とするヴューハが形成されたという。［Rastelli 2009］ Guptaはヴューハについて次のように説
明している。「清浄なる創造と不浄なる創造の間の違いは、 3 つの現象の属性、サットヴァ、ラジャス、タマスが、清
浄なる創造において存在していないのであり、その清浄なる創造は時折nityavibhūtiと呼ばれ、反対に不浄なる創造は
līlāvibhūtiと名付けられる。前者は 4 つの顕現（caturmūrtiあるいはcaturvyūha）から成る。これら 4 つの顕現（ヴュー
ハ）の最初（すなわちヴァースデーヴァ）において、属性は休止状態であり、それ故、うっすらと顕現しているのみで
ある。顕現が進行するにつれ、それらはより輝き、深淵となる。」［Gupta 2000: 11］

42 すなわち、グナ（属性）の段階的な顕現を示していると考えられる。
43  6 つのグナ（属性）が、 2 つずつ組み合わさり、 3 組できる。また、 6 つのグナ（属性）を全て組み合わせたものが 1

組できる。これらが、併せて 4 つの性質のものである。
44 前偈の註を参照。
45 諸々のグナが具現化すること、すなわち、実際に形成することによって作られたものが、 4 つの顕現体という具象した

ものであるが、それらは、顕現体と言えでも、直接に見ることはできないのである。
46  4 つのヴューハの中で最初のもの、すなわちヴァースデーヴァは、未だはっきりと現れていないため、形象を有してい

ないのである。
47 “niḥsattam”は、“nir-sattā”を中性にしたものと解した。プラークリットなどで“satta”は“sattva”の意味であるが、

ここではその意味はふさわしくない。
48 おそらく至高のアートマンのことを指すのであろう。
49 この44偈は、 4 ヴューハの最初であるヴァースデーヴァについて、説明していると考えられる。
50 変異したものが、うっすらと見えている状態。
51 徐々に顕現しつつある状態で、それは同時に徐々に活動性を有することでもある。作者性とは創造者としての性質で、

それを自ずから獲得するのである。この状態は、次の偈で説明されているとおり、プラディユムナである。
52 前者は自在力（aiśvarya）、後者は光輝（tejas）であると思われる。
53 ここでのヴューハの神々の展開は、ヴァースデーヴァ→サンカルシャナ→プラディユムナ→アニルッダの順で行われる。
54 ヴェーダーンタ学派を中心に、覚醒状態（jagāt）、夢眠状態（svapna）、熟睡状態（suṣpti）、そして 3 つの状態を超越

した第 4 状態（caturtha、turya、turīya）というアートマンの 4 つの状態は古代から思索されてきた。これら「四つの
状態に関する哲学的思索はウパニシャッドに始まり、その最も体系的な説明は、シャンカラの註釈をもつ『マーンドゥー
キヤ・ウパニシャッド』に見られる」という。アートマンの覚醒状態においては 5 感覚器官と内的器官が機能し、夢眠
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状態のときは感覚器官は停止して、内的器官のみが働き、さらに、熟睡状態では、内的器官さえも停止する。そして、
第 4 状態はいかなる語によっても表現されることができず、清浄なものである。［前田 1980: 188–192］ ここでは、覚
醒状態（jāgara）にサンカルシャナを、夢眠状態（svapna）にプラディユムナを、そして熟睡状態（suṣpti）にアニルッ
ダを同定している。そして、第 4 状態（turya）はヴァースデーヴァに対応すると考えられる。ヴァースーデーヴァか
らアニルッダまでの 4 ヴューハ神の顕現は、徐々に明確になっていくことであり、それはアートマンが覚醒に向かうこ
とである。

55 28～35偈では「知識」（jñāna）を除く 5 つのグナ（属性）の特徴が述べられる。例えば29偈においては、創造において
疲れないということが、「力」（bala）の性質として説かれている。

56 創造における最初の段階である平安の状態のこと。
57  6 つのグナ（属性）には 2 種の分類があり、一方は自性（svabhāva）と呼ばれる。もう一方は 3 つのグナ（guṇatraya）

と呼ばれ、それぞれが自性（svabhāva）から流出（upasarjana）する。サンカルシャナなどの 3 神は、両者から 1 つず
つを有し、一対の組み合わせを形成する。すなわち、「知識」（jñāna）から「力」（bala）が、「自在力」（aiśvarya）から「勇
猛さ」（vīrya）、「潜在力」（śakti）から「光輝」（tejas）が流出（upasarjana）し、それぞれ組となるのである。

58 最高存在であるラクシュミーは、自身が顕現していく創造の時に、 6 つのグナ（属性）を作るということである。
59 前偈の“yad”を受けて、「グナ（属性）が作られるときにおいて」という意味である。
60  4 ヴューハの中で、最初に現れるものは、 6 つのグナを全て有しており、ブラフマンと不可分であると言うことである。
61 註54を参照。
62 ヴューハ（配置）とは別に、ヴィバヴァ（展開）という顕現がある。Schraderは、ヴィバヴァとはアヴァターラであり、「清

浄な創造」に属するとし、『アヒルブドニヤ・サンヒター』に説かれる39の神々を列挙している。［Schrader 1916: 49］ 
また、引田氏は、ヴィバヴァ神は最高神のエネルギーの顕現であり、この顕現は経験世界にも超越的世界にも生じると
論じている。［引田 1997: 80］

63 Guptaは、「サーットヴァタはここではパーンチャラートラ派の中でも最古の文献の一つである『サーットヴァタ・サン
ヒター』を意味する」としている。［Gupta 2000: 14］ この語は第 1 章の19偈と21偈でも示されるが、そこではパーンチャ
ラートラ派の教えそのものを指していると解される。［三澤 2013］

64 神像は、マントラとマントラの主宰神を付置することにより、生きた身体を獲得しつつも、 4 柱の神と同質のものにな
るということである。

65 ここでいう不浄（śuddhetaram）とは、より物質的な創造に移ることを言う。

キーワード ヒンドゥー教、インド哲学、タントラ、パーンチャラートラ派、『ラクシュミー・タントラ』
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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、未來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

2013年 4 月24日        第 3 回総会
    5 月 9 日～12日     パネル参加：「東アジアにおける西洋思想受容の初期段階─井上円了の役割を

中心に─」（東アジア文化交渉学会・第 5 回国際学術大会、於香港城市大學）
    5 月17日        第 2 ユニット 第 1 回「ポスト福島の哲学」上映会および講演会：『第 4 の革命 

エネルギー・デモクラシー』・高橋真樹（ノンフィクションライター）
    5 月23日～28日     国際井上円了学会 アメリカ研究集会「井上円了の哲学と間文化の哲学」（於ア

メリカ・ルーター大学）
    6 月          『国際哲学研究』別冊 3 「共生の哲学に向けて─イスラームとの対話─」刊行
    6 月12日        第 1 ユニット 第 1 回研究会：出野尚樹（東洋大学東洋学研究所）「開堂初期に

哲学堂を訪れた人々」
    6 月14日        第 2 ユニット 特別講義：呉正嵐（南京大学思想家研究中心）「六朝江東の士族

文学発展と変化」
    6 月15日        共催研究会 宋代文学研究談話会：呉正嵐「“根本六経”と“通釈教”─銭謙

益の論じた“経を経とし史を緯とす”と蘇軾文学の模倣対象」（於早稲田大学）
    6 月19日        第 2 ユニット 第 1 回研究会：呉正嵐「明代中後期における文人の経学と文学思

想との関係について」
    6 月21日        第 3 ユニット 特別講義：アジャ・リンポチェ師（チベット・モンゴル仏教文化

彙報

東洋大学国際哲学研究センター2013年度研究成果概要
（2014年 1 月 1 日現在）
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センター）「空と智慧」
    6 月22日        国際シンポジウム「共生の哲学に向けて─言語を通じて古代アジの人々価値観探

る─」
    7 月10日        第 1 ユニット 第 2 回研究会：渡部清（上智大学名誉教授）「三宅雪嶺の哲学

─儒教心学再生の試み」
    7 月25日        第 3 ユニット 第 1 回研究会「身体と精神の共生」：丸橋裕（兵庫県立大学）「痛

みの生命論─V・v･ヴァイツゼカーの医学的人間学を導きとして」
    7 月26日        第 2 ユニット 第 2 回「ポスト福島の哲学」研究会：加藤和哉（聖心女子大学）「ぼ

くら、アトムのこどもたち 1962～1992～2011」
    9 月          ニューズレター（日・英）Vol. 6刊行
    9 月14日        第 1 ユニット 第 3 回研究会：ジョン・C・マラルド（北フロリダ大学名誉教授）

“The Meiji  Introduction of Philosophy to Japan as the Learning of a Foreign 
Language”

    9 月16日        国際井上円了学会 第 2 回学術大会：「井上円了と近代日本」
   10月 5 日        第 2 ユニット 第 3 回「ポスト福島の哲学」研究会：納富信留（慶應義塾大学）「「理

想」を論じる哲学─ポスト福島の今、何を語るか」
   10月12日        WEB国際会議：「合理主義者と経験主義者による哲学の方法についての対話」
   10月16日        第 1 ユニット 第 4 回研究会：岡田正彦（天理大学）「井上円了と哲学宗」
   10月29日～11月 6 日   第 3 ユニット 現地調査「イランにおける多文化共生研究集会・現地調査」
   11月30日        シンポジウム「宗教間の共生は可能か」
   11月30日        第 2 ユニット 「ポスト福島の哲学」シンポジウム「風化と闘う技術」：岩田渉

（CRMS市民放射能測定所）、「フクシマの記念碑化」：武藤類子（福島原発告訴団）
「福島原発告訴団のこれまでとこれから」

   12月11日        第 1 ユニット 第 5 回研究会：末木文美士（国際日本文化研究センター）「井上
円了と日本の哲学」

   12月12日        第 3 ユニット 第 2 回研究会：「共生の哲学に向けて─「イランにおける多文化
共生研究集会・現地調査」─報告会」

   12月14日        第 2 ユニット 第 4 回「ポスト福島の哲学」研究会：山口祐弘（東京理科大学、
IRCP客員研究員）「核時代の生─哲学・思想からの提言」

   12月17日        第 3 ユニット 第 3 回研究会「哲学と宗教①」：マルクス・ガブリエル（ボン大学）
“Die Ontologie der Prädikation in Schellings Die Weltalter”

   12月18日        第 3 ユニット 特別講義「哲学と宗教②」：マルクス・ガブリエル“Die Zeit-
philosophie in Schellings Weltaltern”

   12月18日        第 1 ユニット 第 6 回研究会：佐藤将之（国立台湾大学）「〈中国哲学〉学問領域
の創立者としての井上円了」

   12月19日        第 1 ユニット 特別講義：佐藤将之「中国思想における「誠」概念のダイナミズ
ムと荀子」

   12月22日        シンポジウム「共生思想としての神仏習合」
2014年 1 月11日        国際シンポジウム「〈法〉の移転と変容」
    1 月15日        第 1 ユニット 第 7 回研究会：西村玲（中村元東方研究所）「近世排耶論の思想

史的展開─明末から井上円了へ─」
    1 月17日        第 1 ユニット 特別講義：フレデリック・ジラール（フランス極東学院教授、

IRCP客員研究員）「玄奘三蔵の思想、伝説と日本」
    1 月30日        第 1 ユニット 第 8 回研究会：フレデリック・ジラール「エミル・ギメ時代の佛
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教と宗教学」
    2 月21日        第 2 ユニット 第 5 回研究会：竹中久留美（IRCP PRA）「ヒュームと唯名論」
    2 月22日        第 3 ユニット「哲学と宗教③」シンポジウム「哲学と宗教─シェリングWeltalt-

erを基盤として」：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）「ユダヤ神秘主義の問題─カバラーの論理」、
小野純一（ゲント大学、IRCP客員研究員）「シェリングとイスラーム」、総合討
論 司会：長島隆

    2 月28日～ 3 月 4 日   第 3 ユニット 現地調査「ミャンマーにおける多文化共生の実態を探る」
    3 月 1 日        第 2 ユニット 第 6 回研究会：河本英夫（IRCP）「方法としてのオートポイエー

シス」
    3 月 8 日        第 2 ユニット 方法論シンポジウム「中世哲学における非アリストテレス的なも

の ～ヨーロッパとイスラーム～」：山内志朗（慶應大学）「西洋中世における神
学の方法と体系化─ロンバルドゥス『命題集』への註解をめぐって」、竹下政
孝（東京大学名誉教授）「中世イスラームにおける『諸学問の分類』と体系化の
思想」、司会 村上勝三（IRCP）

    3 月15日～17日     第 2 ユニット 現地調査「福島県研究調査」
    3 月20日～31日     第 3 ユニット 現地調査「アメリカにおける多文化共生」
    3 月          ニューズレター（日・英）Vol. 7刊行
    3 月          『国際哲学研究』 3 号刊行
    3 月          『国際井上円了研究』第 2 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

【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

【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
  （★＝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、渡名喜庸哲、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】
  竹中久留実、三澤祐嗣

客員研究員（50音順）

石田安実（お茶の水女子大学特任准教授）、出野尚紀（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（埼玉大学非常勤講師）、
岡田正彦（天理大学教授）、小野純一（ベルギー・ゲント大学臨時講師）、鎌田東二（京都大学教授）、黒田昭信（セ
ルジー＝ポントワーズ大学准教授）、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
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旦大学教授）、コプフ・ゲレオン（ルーター大学准教授）、斎藤明（東京大学教授）、佐藤厚（東洋大学他非常勤講師）、
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）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）、村松聡（早稲田大学准教授）、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）

評価委員（50音順）

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）
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（2014年 1 月 1 日現在。それ以降のものは予定）

【シンポジウム】

1 ．  国際シンポジウム「共生の哲学に向けて─言語を通じて古代アジアの人々の価値観を探る─」（東洋大学白山キャ
ンパス 8 号館 7 階125記念ホール、2013年 6 月22日）
開会あいさつ：宮本久義（IRCP）
学長あいさつ：竹村牧男（東洋大学学長、IRCP）
基調講演：アジャ・リンポチェ師 “All Living Beings Can Co-Exist Using Their Own Language Systems”
後藤敏文（東北大学）「インド・アーリヤ諸部族の背景とインド文化、そして現代」
斎藤明（東京大学大学院、IRCP客員研究員）「仏教思想は甦るか─仏典、翻訳、そして現代」
総合討論 コメンテーター：宮本久義
司会：渡辺章悟（IRCP）
閉会あいさつ：渡辺章悟

2 ．  シンポジウム「宗教間の共生は可能か」（東洋大学白山キャンパス 6 号館 2 階6210教室、2013年11月30日）
開会あいさつ：渡辺章悟
釈悟震（（財）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」
総合討論 司会：渡辺章悟
閉会あいさつ：宮本久義

3 ．  シンポジウム「ポスト福島の哲学：風化と闘う技術」（東洋大学白山キャンパス 9 号館 2 階第 4 会議室、2013
年11月30日）
開会あいさつ：村上勝三（IRCP）
岩田渉（CRMS 市民放射能測定所）「フクシマの記念碑化」
武藤類子（福島原発告訴団団長）「福島原発告訴団のこれまでとこれから」
司会：村上勝三

4 ．  シンポジウム「共生思想としての神仏習合」（東洋大学白山キャンパス 6 号館 1 階6102教室、2013年12月22日）
開会あいさつ：永井晋（IRCP）
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門屋温（いわき明星大学非常勤講師）「牛を殺さないために─神仏習合が神道を再生する」
鎌田東二（京都大学こころの未来研究センター）「『神と仏の出逢う国』再考」
末木文美士（国際日本文化研究センター）「神仏を哲学する」
総合討論 司会：永井晋
閉会あいさつ：宮本久義

5 ．  国際シンポジウム「〈法〉の移転と変容」（東洋大学白山キャンパス 6 号館 2 階「6210教室」、2014年 1 月11日）
主催者あいさつ：沼田一郎（IRCP）
長谷川晃（北海道大学）「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」
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」
シ マ・アヴラモヴィッチ（ベオグラード大学）「セルビア法─ローマ・ビザンツとオーストリアの伝統のあい

だで」
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における法典化」
総合討論 司会：沼田一郎

【国際講演会・国際会議】

1 ．  パネルディスカッション「東アジアにおける西洋思想受容の初期段階─井上円了の役割を中心に─」（東
アジア文化交渉学会・第 5 回国際学術大会、分科会テーマ：「新しい東アジア観と世界観の形成と変容」、香港
城市大學、2013年 5 月 9 日～12日）
ライナ・シュルツァ（IRCP客員研究員）「初期円了にみられる「良心」についての比較倫理学的考察」
王青（中国社会科学院哲学研究所）「井上円了と中国近代哲学」
三浦節夫（IRCP）「井上円了の東アジア巡講」
白井雅人（IRCP研究助手）「井上円了における進化論受容と東アジア的要素」

2 ． WEB国際会議「合理主義者と経験主義者による哲学の方法についての対話」（東洋大学白山キャンパス 8 号館
7 階特別会議室、2013年10月12日）

エドゥアール・メール（ストラスブール大学）「外的世界の理念性の問題」
ヘレン・ビービー（マンチェスター大学）「ヒュームの帰納的懐疑論」
コメンテーター：村上勝三、一ノ瀬正樹（東京大学）、大西克智（IRCP客員研究員）
司会：山口一郎（IRCP客員研究員）

3 ．「イランにおける多文化共生研究集会・現地調査」（2013年10月29日～11月 6 日）
研  究集会「イランと日本の間の思想的共生の必要性」（於イラン・アカデミーサイエンス、2013年11月 5 日）参加・

発表者：
宮  本久義、永井晋、小野純一（ゲント大学、IRCP客員研究員）、堀内俊郎、バフマン・ザキプール（東洋大学

大学院）、Ayatollah Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad博士、Reza Davari Ardakani博士（アカデミー所長）、
Gholamreza Avani博士、Abdolrahim Gavahi博士

【発行物】

1 ．  『国際哲学研究』別冊 3 「共生の哲学に向けて─イスラームとの対話─」刊行（2013年 6 月刊行）
 目次

はじめに（永井晋）
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ア ブドッラヒーム・ギャヴァーヒー（世界宗教研究センター）「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」

森瑞枝（専修大学、国学院大学他非常勤講師）「本居宣長の「漢意」批判について」
ダヴード・フェイラーヒー（テヘラン大学）「現代イスラーム：御言葉と学問の間」
黒田壽郎（国際大学中東研究所初代所長）「イスラームと共存の可能性：仏教との比較の観点から」
ビジャン・アブドルカリミー（イスラム・アザド大学）「比較哲学の重要性と必要性」
鎌田繁（東京大学東洋文化研究所教授）「他者との共生とイスラーム」
ハ サン・セイエド・アラブ（Encyclopaedia Islamica Foundation主任）「コルバンとスフラワルディー：イラ

ン・イスラームと現代哲学との対話」
小野純一（ゲント大学臨時講師、IRCP客員研究員）「スフラワルディー：純粋現象としての東洋」
ビジャン・アブドルカリミー「ハイデガーに触発されたアンリ・コルバンの洞察」
永井晋「アンリ・コルバンの現象学」

2 ．  『国際哲学研究』 3 号（2014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
 副会長：三浦節夫
 理事：  村上勝三、小路口聡、相楽勉、黒田昭信、大熊廣一、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

【研究活動】

1 ．  国際井上円了学会アメリカ研究集会「井上円了の哲学と間文化の哲学」（アメリカ・ルーター大学、2013年 5
月23日～28日）

5 月24日：
 ワークショップⅠ「井上円了のスペイン訳とスペイン語圏で普及させる方法」
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 ワークショップⅡ「井上円了の英訳と英語圏で普及させる方法」
 ワークショップⅢ「間文化の哲学とは何か」
  コプフ・ゲレオン（IRCP客員研究員）“The Project of Intercultural Philosophy”
  ライナ・シュルツァ（IRCP客員研究員）“The Project of Comparative Ethics”
5 月25日：
 シンポジウム「井上円了の哲学」
 開会のあいさつ：相楽勉（IRCP）、翻訳：ライナ・シュルツァ
 三浦節夫（IRCP）「井上円了の妖怪学」
 ライナ・シュルツァ「初期円了にみられる「良心」についての比較倫理学的考察」
 ア グスティン・ハシント・サバラ（ミチョアカン大学院大学）「国の再教育：井上円了と西田幾多郎の教育理

念の素描」
 遊佐道子（西ワシントン大学）「哲学・哲学会・哲学館─日本の精神的近代化における井上円了の貢献」
 リ ーア・カルマンソン（ドレイク大学）「哲学堂公園 ─ 井上円了における実践不可能なものを実践するこ

との倫理」
 スコット・ハーリー（ルーター大学）「佛性は教義か哲学か ─ 印順法師と井上円了との対話」
 コプフ・ゲレオン「哲理門の中にいる幽霊」
総括：相楽勉、翻訳：ライナ・シュルツァ
結びの言葉：三浦節夫、翻訳：ライナ・シュルツァ

2 ．  国際井上円了学会第 2 回学術大会「井上円了と近代日本」（東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階125記念ホール、
2013年 9 月16日）
開会あいさつ：竹村牧男
一般研究発表（研究発表・講演司会：岩井昌悟（IRCP）、ライナ・シュルツァ）
 寅野遼（東洋大学大学院）「哲学の通俗化とは何か」
 甲田烈（相模女子大学）「円了妖怪学における「真怪」の構造」
 ア グスティン・ハシント・サバラ（ミチョアカン大学院大学）「井上円了の教育理念とメキシコの教育：地 

方の多様性と普通教育」
 平田俊博（山形大学名誉教授）「井上円了のトランス・モダン─日本文化と三つの東大─」
 ウィリアム・ボディフォード（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）「隠退した井上円了の精神修養する哲学」
公開講演
 ジョン・マラルド（ノースフロリダ大学名誉教授）「日本の近代初期における西洋哲学の摂取」
閉会あいさつ：村上勝三
総合司会：三浦節夫

【発行物】

1 ．  『国際井上円了研究』第 2 号（2014年 3 月刊行）
 巻頭言
  ライナ・シュルツァ “Inoue Enryo Research at Toyo University”
 特別講演
  ジョン・マラルド「日本の近代初期における西洋哲学の摂取」
 投稿論文
  ウィリアム・ボディフォード「隠退した井上円了の精神修養する哲学」
  甲田烈「円了妖怪学における「真怪」の構造」
  寅野遼「哲学の通俗化とは何か」
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  三浦節夫「井上円了の妖怪学」

研究論文等の発表

著書

朝倉輝一［共著］「Q1-6 ケアは誰にでも平等にするべきか」（『新版 医療倫理Q&A』、太陽出版、2013年 4 月15日、
p. 20）

渡辺章悟「般若経の形成と展開」（『智慧・世界・ことば─大乗仏典Ⅰ』〈シリーズ大乗仏教・第 4 巻〉第 2 章、春秋社、
2013年 5 月、pp. 101-153）

三浦節夫『ショートヒストリー 東洋大学』（改訂版、東洋大学、2013年 8 月、pp. 1-307）
竹村牧男『大乗仏教のこころ』（大東出版社、2013年 9 月、pp. 7-269）
Yotetsu Tonaki［ 共 著 ］Arrachement et évasion：Levinas et Arendt face à l’histoire （Vrin, octobre 2013, pp. 

1-190）
清水高志『ミシェル・セール 普遍学からアクターネットワークまで』（白水社、2013年11月、pp. 1-303）
菊地章太『ユダヤ教 キリスト教 イスラーム─一神教の連環を解く』（ちくま新書、筑摩書房、2013年12月、pp. 

1-240）
菊地章太『魔女とほうきと黒猫』（角川ソフィア文庫、角川学芸出版、2014年 2 月、pp. 1-224）
三浦節夫『井上円了の妖怪学』（東洋大学史ブックレット、東洋大学井上円了記念学術センター刊行、2014年 3 月）
渡辺章悟『井上円了の世界旅行記─旅する創立者・海外編─』（東洋大学史ブックレット、東洋大学井上円了記念

学術センター刊行、2014年 3 月）
渡名喜庸哲［共著］『顔とその彼方─レヴィナス『全体性と無限』のプリズム』（知泉書館、2014年 3 月）

研究論文

菊地章太「対抗宗教改革時代における東アジアの宗教」（石川文康編『知は東から ─ 西洋近代哲学とアジア』明
治書院、pp. 145-164、2013年 5 月）

曽田長人「カール・バルトによるスイス批判、反共産主義をめぐる論争─スイスにおける1940年代から50年代にか
けての「過去の克服」をめぐる一断面─」（『〈過去の未来〉と〈未来の過去〉 保坂一夫先生古稀記念論文集』同
学社、pp. 371-386、2013年 5 月）

山口祐弘「ヘーゲル哲学の思考法─反省・直観・思弁─」（『東洋大学哲学講座 3 』（改訂）、pp. 25-66、2013年 5 月）
関陽子「科学技術と〈農〉─東日本大震災を経て」（『総合人間学 7 』、pp. 24-29、2013年 6 月）
吉田公平「幸福学としての共生学」（『共生科学』 4 号、pp. 24-33、2013年 6 月）
伊吹敦「モンゴルの中国支配と禅（下之上） 要説・中国禅思想史36」（『禅文化』229、pp. 89-98、2013年 7 月）
菊地章太「もとどおりの暮らしを求めて ─ 山古志の信仰」（東洋大学福祉社会開発研究センター、執筆者代表：

菊地章太『山あいの小さなむらの未来 ─ 山古志を生きる』博進堂、pp. 90-101、2013年 7 月）
岩井昌悟「菩薩の信（saddhā）について─佛もまた過去仏の佛弟子か」（『日本仏教学会年報』第78号（信仰とは

何か（一）─仏弟子ということ）、pp. 125-140、2013年 8 月）
大野岳史「スピノザの存在論における自己原因の役割」（『スピノザーナ』第13号、pp. 85-104、2013年 8 月）
三浦節夫「井上円了の全国巡講データベース」（『井上円了センター年報』22号、pp. 37-160、2013年 9 月）
伊吹敦「モンゴルの中国支配と禅（下之下） 要説・中国禅思想史37」（『禅文化』230、pp. 62-69、2013年10月）
伊吹敦「鑑真は来日以前に聖徳太子慧思後身説を知っていたか？」（『印度学佛教学研究』62巻 1 号、pp. 12-19、

2013年12月）
伊吹敦「日本古文献所見中国早期禅宗─以大安寺道璿所撰《集注梵網經》為中心」（『世界漢学』12、pp. 115-125、

2013年12月）
吉田公平「心学・理学・心理学」（『日本の哲学』14号、pp. 3-12、2013年12月）
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伊吹敦「明の成立と禅（上） 要説・中国禅思想史38」（『禅文化』231、2014年 1 月）
渡名喜庸哲「破局の凡庸さ」（『グローバル化時代における現代思想』第 2 号、東京大学東洋文化研究所、2014年 2 月）
朝倉輝一「井上円了と修身教会活動」（『東洋法学』第57巻第 3 号、2014年 3 月）
伊吹敦「『異本上宮太子伝』の成立と流布」（『東洋学研究』51、2014年 3 月）
伊吹敦「最澄の禅相承とその意義」（大久保良峻編『天台宗探尋』法藏館、2014年 3 月）
伊吹敦「聖徳太子慧思後身説の成立について」（『東洋思想文化』 1 号、2014年 3 月）
大野岳史「神学討論と理性」（『白山哲学』第48号（第67集）、2014年 3 月）
菊地章太「フランス中世末期における恩寵聖母の信仰と美術」（『ライフデザイン学研究』 8 号、2014年 3 月）
相楽勉「初期日本哲学における「実在」問題」（『東洋学研究』第51号、2014年 3 月）
白井雅人「神なき時代の宗教 ─後期西田哲学における宗教の問題─」［日本語・英語］（『国際哲学研究』 3 号、

2014年 3 月）
関陽子「生態学に基づく順応的管理の理念的基盤の検討─南方熊楠の神社合祀反対論をてがかりに」［日本語・英語］
（『国際哲学研究』 3 号、2014年 3 月）

竹中久留美「ヒュームのisとought」（『東洋大学大学院紀要』第50集、2014年 3 月）
沼田一郎「ṛṇādāna-ṛṇa-adāna（債務の不履行）or ṛṇa-ādāna（債権の回収）」（『東洋思想文化』 1 号、2014年 3 月）
橋本泰元「スィク教聖典編纂者グル＝アルジャンの生涯─歴史と伝承のなかで─」（『東洋思想文化』 1 号、2014年

3 月）
三浦節夫「井上円了の妖怪学」［日本語・英語］（『国際井上円了研究』第 2 号、2014年 3 月）
宮本久義「ヴァイディヤナーテーシュヴァラ・ジョーティルリンガ縁起譚」（『東洋思想文化』 1 号、2014年 3 月）
村上勝三「翻訳可能性と翻訳非決定性」（『白山哲学』第48号（第67集）、2014年 3 月）
山口しのぶ「『シヴァ･プラーナ』第 4 巻「コーティ・ルドラ・サンヒター」第33章「グシュメーシュヴァラ・ジョー

ティルリンガの出現」和訳」（『東洋思想文化』 1 号、2014年 3 月）
渡辺章悟「般若経における菩薩乗の意味」（『印度學佛教學硏究』第62巻 2 号、2014年 3 月）

翻訳

山口祐弘、G. W. F. ヘーゲル『論理の学 本質論』（作品社、2013年 5 月、pp. 1-262）
吉田公平・小路口聡［ほか共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注 其十四」（『東洋古典學研究』第35集、pp. 143-

164、2013年 5 月）
吉田公平・小路口聡［ほか共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注 其十五」（『東洋古典學研究』第36集、pp. 147-

178、2013年10月）
渡名喜庸哲［共訳］、ピエール・ブーレッツ『20世紀ユダヤ思想家  3 』（みすず書房、2013年11月、pp. 1-392）
山口祐弘、J. G. フィヒテ『論理学・形而上学講義』（せつ書房、2013年11月、pp. 1-489）
渡名喜庸哲［共訳］、エマニュエル・ル＝ロワ＝ラデュリ［監修］『叢書アナール1929-2010 歴史の対象と方法』

第 3 巻（藤原書店、2013年12月、pp. 1-528）
山口祐弘、G. W. F. ヘーゲル『論理の学 概念論』（作品社、2013年12月、pp. 1-368）
坂井多穂子［共著］『詩僧皎然集研究』（汲古書院、pp. 116-130；187-193、2014年 1 月）
渡名喜庸哲［共訳］、ジャン＝ピエール・デュピュイ『聖なるものの刻印：科学的合理性はなぜ盲目か』（以文社、

2014年 1 月）
吉田公平・小路口聡［ほか共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注 其十六」（『白山中国学』通巻20号、pp. 29-60、

2014年 1 月）
白井雅人、ジョン・マラルド「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」（『国際哲学研究』 3

号、2014年 3 月）
白井雅人、ジョン・マラルド「日本近代初期における西洋哲学の摂取」（『国際井上円了研究』第 2 号、2014年 3 月）
竹中久留美、A. C. マッキンタイア「ヒュームのISとOUGHT」（『国際哲学研究』 3 号、2014年 3 月）
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堀内俊郎、アジャ・リンポチェ「空性と智慧」（『国際哲学研究』 3 号、2014年 3 月）
堀内俊郎、アブドッラヒーム・ギャヴァーヒー「文化の共生─文化の理解と相互交流の産物」（『国際哲学研究』 3 号、

2014年 3 月）
三澤祐嗣「『ラクシュミー・タントラ』第 2 章訳註」（『国際哲学研究』 3 号、2014年 3 月）

書評その他

相楽勉「書評：小柳美代子著『〈自己〉という謎 自己への問いとハイデッガーの「性起」』」（実存思想協会編『労
働と実存』（実存思想論集第28号（第 2 期第20号）、pp. 205-208、2013年 6 月）

清水高志、対談（千葉雅也×清水高志）「ポスト・ポスト構造主義のエステティクス」（『現代思想』2014年一月号、
青土社、pp. 22-36、2014年 1 月）

渡辺章悟「般若心経の成立と展開」（『大法輪』2014年 2 月号、大法輪閣、2014年 1 月）
堀内俊郎「初期仏典に学ぶ共生の智慧─スッタニパータとダンマパダより」（『国際哲学研究』 3 号、2014年 3 月）

研究活動

学会・シンポジウム発表

渡名喜庸哲「エマニュエル・レヴィナス「捕囚ノート」の射程」（京都ユダヤ思想学会第 6 回学術大会、同志社大学、
2013年 6 月23日）

竹村牧男「現代社会と哲学する心」（東洋大学井上円了哲学塾開設記念特別シンポジウム「地球社会の未来と哲学
の課題」、東洋大学、2013年 6 月29日）

関陽子「共生社会のための「科学コミュニケーション」─獣害対策からの考察─」（共生社会システム学会2013年
度大会、茨城大学、2013年 7 月 6 日）

伊吹敦「戒律と禅宗─小乗戒と菩薩戒、都市仏教と山林仏教、国家と宗教─」（仏教戒律文献与伝播歴史国際研討会、
杭州永福寺、2013年 8 月21日）

伊吹敦「聖徳太子慧思後身説の誕生」（日本印度学仏教学会第64回学術大会、島根県民会館、2013年 8 月31日）
沼田一郎「ダルマ文献における「寄託」規定」（日本印度学仏教学会第64回学術大会、島根県民会館、2013年 9 月 1 日）
渡辺章悟「般若経の三乗における菩薩乗の意味」（印度学仏教学会第64回学術大会、島根県民会館、2013年 9 月 1 日）
大野岳史「スピノザにおける啓示の認識」（日本宗教学会第72回学術大会、國學院大学、2013年 9 月 7 日）
堀内俊郎「『釈軌論』第二章所引用の阿含と世親・徳慧による解釈の特色」（日本宗教学会第72回学術大会、國學院

大学、2013年 9 月 7 日）
竹村牧男「共生ということと仏教の課題」、上智大学ヨーロッパ研究所主催「日本とヨーロッパを結ぶ「共生」の

思想─宗教、哲学、環境思想、言語学の側面から考える」、上智大学、2013年11月16日）
関陽子「日本とヨーロッパを結んだ「エコロジー」─C. ダーウィン、南方熊楠、今西錦司から」（上智大学ヨーロッ

パ研究所シンポジウム「日本とヨーロッパを結ぶ「共生」の思想─宗教、哲学、環境思想、言語学の側面から考
える─」、上智大学、2013年11月17日）

菊地章太「なつかしさにつながっている ─ 現在の否定としての妖怪の存在理由」（妖怪研究国際シンポジウム、
国際日本文化研究センター、2013年11月26日）

竹中久留美「なぜisからoughtは導き出されないのか」（日本イギリス哲学会第92回関東部会例会、東京大学、2013
年12月 7 日）

渡名喜庸哲「ポスト3.11の人間の地位─ハイデガー、アンダース、デュピュイ、ナンシー」（一橋大学哲学・社
会思想学会第14回研究大会シンポジウム、一橋大学、2013年12月 7 日）

小路口聡「儒家倫理の現代的意義─共生社会を支えるケアの倫理─」（國際學術研討會「跨文化視域之儒家倫
理研究：經典、制度與社會生活」、復旦大學、2013年12月22日）

白井雅人「Inoue Enryō’s attitude to evolutionary theory」（International Conference: Bounds of Ethics in a Glo-
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balized World、Christ University、2014年 1 月 8 日）

その他の研究会

渡名喜庸哲「問題提起」（一橋大学社会科学古典資料センター特別展示パネルディスカッション「1755年11月 1 日、
リスボン地震 ─ その思想史的意味」、一橋大学、2013年10月26日）

調査活動

関陽子「南方熊楠の関連資料の収集・視察および獣害対策の社会実験地の視察」（和歌山県・三重県、2013年 5 月
21日～24日）

橋本泰元「南インドにおけるシュリー・ヴァイシュナヴァ派寺院の調査」（インド・タミルナードゥ州、2013年 9
月 2 日～12日）

野間信幸「作家鍾理和の事績調査」（台湾（美濃・屏東廣興）、2013年 9 月 3 日～ 8 日）
三浦節夫「井上円了と朝鮮の近代化について聞き取り調査」（韓国・ソウル市、2013年 9 月 7 日～12日）
沼田一郎「インド人の死生観について調査」（インド・カルナータカ州、2013年 9 月19日～21日）
関陽子「生物多様性保全を包摂した農林水産業の基盤育成のため、関連する事例について取材・調査」（兵庫県豊

岡市・篠山市、三重県津市、2014年 2 月18日～21日）

講演

渡辺章悟「大乗仏教の精神と般若心経」（東京国際仏教塾、東京大学仏教青年会会館、2013年 6 月 1 日）
竹村牧男「井上円了の人と思想」（東洋大学講師派遣事業講演会in札幌、札幌コンベンションセンター、2013年 6

月 2 日）
竹村牧男「日本人の哲学─空海から西田へ」（筑波大学特別講義、筑波大学、2013年 6 月12日）
吉田公平「細井平洲先生に学ぶ─生きることは学ぶこと」（東海市細井平洲に学ぶ会、2013年 6 月16日）
竹村牧男「井上円了の人と思想について」（東洋大学甫水会茨城支部平成25年度第45回通常総会、ホテルマロウド

筑波、2013年 7 月 7 日）
吉田公平「沖縄市子供フォーラム─学ぶことと教えること」（嚶鳴フォーラム、2013年 7 月25日～27日）
竹村牧男「井上円了の人と思想」（東洋大学講師派遣事業講演会in郡山、ビッグパレットふくしま、2013年 7 月28日）
吉田公平「心学の再出発─西村茂樹の『心学講義』を手がかりに─」（中華人民共和国浙江省社会科学院研究会、

2013年 9 月 9 日）
吉田公平「陽明学からのメッセージ─よく生きるとは─」（岐阜県土岐中央ロータリークラブ主催、セラトピア土岐、

2013年 9 月20日）
吉田公平「佐藤一斎と大塩平八郎」（岐阜県恵那市いわむら一斎塾主催、岩村コミュニティセンター、2013年 9 月21日）
吉田公平「日本近代における心学の再出発」（国立台湾師範大学東亜学系主催、2013年東亜文化変遷国際学術検討会、

2013年 9 月27日）
竹村牧男「井上円了の実践哲学」（井上円了哲学塾、東洋大学、2013年 9 月28日）
竹村牧男「井上円了の人と思想」（東洋大学文化講演会in姫路、姫路市民会館、2013年10月19日）
宮本久義「テーマパークとしてのヒンドゥー教聖地」（東京大学仏教青年会第285回公開講座、東京大学仏教青年会

会館、2013年10月24日）
伊吹敦「最澄の禅相承とその意義」（韓国金剛大学校、2013年11月22日）
渡辺章悟「般若心経の世界」（川越仏教会主催、川越市・蓮馨寺、2013年12月 7 日）
坂井多穂子「纏足にみる女性観」（東洋大学エクステンション講座「東洋思想・文化へのいざない─東洋思想・

文化における「こころ」と「からだ」─」、東洋大学、2013年12月21日）
曽田長人「ヴェルナー・イェーガ－と第三の人文主義─『パイデイア』を中心に─」（マールブルク大学、歴史・

文化学学科での招待講演、2014年 1 月）
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 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。
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The Center has completed its third year. There is a Japanese saying to the effect that if one sits for three years 
on a cold stone, the stone will eventually become warm; in other words, perseverance will prevail. A period of 
three years is on the one hand a mere flash in time, but it is also a length of time in which steadily dripping 
water can wear away stone. Three years have passed since the Center was established in 2011. I have heard 
that a Greek sage said, “The first step is half the journey.” Three of the five years granted to the Center have 
passed. The teeter-totter has long lost its balance and teetered towards one side. Condensing the results of the 
past three years into the remaining two years, we will endeavour to return to the public a surplus of abundant 
value.
 Currently,  the staff number fifty-five  in all, made up of  twenty-two researchers,  twenty-seven visiting re-
searchers, three research associates, one postdoctoral fellow, and two project research assistants. Our activities 
during the past year have included study group sessions, study meetings, symposiums, and international Web 
conferences, numbering more than twenty in all. The core focus of the 1st Unit is the International Association 
for Inoue Enryo Research, and since its inaugural conference in 2012 it has achieved steady growth, holding a 
successful study meeting in the United States in May 2013 and its second conference in September, launching 
the journal International Inoue Enryo Studies, and also holding five study group sessions. The 2nd Unit has held 
four study group sessions, one international Web conference, and one symposium on research on methodology, 
and also five study group sessions on “A Philosophy of Post-Fukushima.” In the Center’s final year it is planned 
to publish the results of these activities in the form of two books provisionally titled Methods Crossing Borders 
and A Philosophy of Post-Fukushima. The 3rd Unit has been undertaking diverse activities centered on the 
subject of multicultural coexistence.  In particular,  the holding of a study meeting  in  Iran will,  together with 
the study meeting held last year in Japan, become an important basis for future collaboration between our two 
countries. Several symposiums and study group sessions on coexistence between religions and on other topics 
were also held. Reflecting all of  these activities,  the Journal of International Philosophy has been growing  in 
volume year by year and has flowed over into extra issues. For further information on these activities, I refer 
readers to our Web site. Making these results available to the public is one of the most important tasks for us.
When the Center was established, its aims were set out as follows: “One feature of modern society lies in the 
fact that the globalization of every aspect of society and the diversification of values are forcing people to be 
unable to determine the direction where they are heading. Living  in this modern society, we need to pursue 
philosophical inquiry that fundamentally reexamines the current state of people and society. In order to address 
this challenge, we have formed an international network of philosophical research─on the one hand presenting 
to the world the contemporary significance of the philosophy of Enryo Inoue as the thoughts of a citizen of the 
earth, and on the other hand researching the formation of a universal philosophical foundation that goes beyond 
the distinctions between Eastern and Western thought.”

Foreword
What Should We Do Now?

Murakami Katsuzo
Director

International Research Center for Philosophy, Toyo University
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 However, it has become clear that because globalism nullifies spatial expanse, it will end in the disappearance 
of a society fit for human beings. At the same time, there is also a tendency for people to lose sight of the diver-
sity of values. What people conceive of as the future direction of humanity would seem to be heading towards a 
disregard for human dignity. The sun has already begun to go down and the times, with a clatter like a bucket 
being dropped down a well, have begun to degenerate. Using this as a springboard, what degree of internationa-
lism will we be able to create? That is to say, what sort of loose world community will we be able to build after 
having tried out the possibilities of various combinations while enriching the singularities of small communities? 
Shouldering this heavy burden, philosophy cherishes the hope of discovering a way to invert this world. The is-
sue is not what to do “next,” but what to do “now.” At the Center we have, I believe, been making preparations 
for this. We have continually engaged  in discussion, regardless of differences between East and West.  In the 
course of doing so, we have created a venue where researchers of Eastern philosophy and researchers of Wes-
tern philosophy can cooperate in carrying out various projects. We are convinced that this has given us expe-
riences that could not have been gained by simply exchanging research results among researchers. Constantly 
bearing in mind the inaccessibility of the other party, be it another culture or other people, we hope to continue 
our international activities and progress towards an ending that will also be a new beginning. I ask you for your 
continuing warm support.

About the contents:

The first part of  this volume constitutes articles written  in Japanese and Japanese translations of  the  texts 
written in English, German, French and Chinese. The latter part is comprised of the translations of the Japanese 
articles （into English, German, French and Persian） and the original texts of the English, German, French and 
Chinese articles that appear in the first part. The articles follow the same order in both parts of the volume.
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I. La métaphysique en mal de monde

 Après Hegel, Schelling, et tout l’idéalisme allemand, Husserl et Heidegger attribuent à Descartes une position 
ontologique fondamentale, en  laquelle est supposée se résumer toute  la philosophie à  l’époque moderne  : c’est 
une ontologie de la subjectivité, une ontologie bâtie sur  la subjectivité prise comme sol, comme fondement ─ 
et en même temps comme moyen ─ de toute connaissance. Ce que critique Heidegger, dans ce trait caracté-
ristique de ce qu’il appelle la « métaphysique des Temps Modernes » n’est pas la subjectivité comme telle （en 
1927, Sein und Zeit tente bien d’élaborer, avec  l’analytique du Dasein, une authentique problématique ontolo-
gique de la subjectivité）, mais c’est qu’elle soit saisie improprement sur le mode de la Vorhandenheit ─ la pré-
sence subsistante ─ et c’est l’« isolement » ou la Weltlosigkeit d’un « sujet » isolé dans une certitude de soi qui 
le livre à lui-même, mais lui masque sa constitution essentielle （Grundverfassung） d’être-au-monde1.
 Ce « fondamentalisme » se paye d’un nivellement des petites différences  : Heidegger considère, de manière 
conséquente, que les nuances doctrinales de Descartes, Hume, Kant, voire Husserl, sont inessentielles au regard 
de leur identité sur la position fondamentale de la « subjectivité » et reviennent toutes à cette même et unique 
position de la subjectivité au centre et au principe de l’étant. De fait, s’agissant de Hume, l’introduction au Trea-
tise of human nature ne contredirait pas cette approche, Hume assumant, plus qu’il ne la questionne, la distinc-
tion primaire entre nature pensante et nature corporelle ; et, loin d’en faire table rase, Hume réinvestit tout le 
champ de la psychologie lockienne （idée, sensation, impression, affection）. Husserl peut donc, à bon droit, consi-
dérer que le （double） projet de Hume, dans le Treatise of human nature, est de constituer « une science de la 
conscience pure d’un genre nouveau （une science de la subjectivité pure）, et une psychologie pure de l’homme 
en tant qu’objectivement étant »2.
 Heidegger ramène donc  la philosophie post-cartésienne,  jusqu’à Kant  inclus, à  l’idéalisme subjectif,  ce qui 
traduit par le fait que toute la philosophie moderne, achoppe sur le problème de l’idéalité du monde extérieur. 
Certes, Kant prétendait bien, avec sa « Réfutation de l’idéalisme », donner une solution définitive à cette ques-
tion qui constitue à ses yeux le « scandale de la philosophie », en démontrant, contre l’idéalisme （empirique）, 
qu’une conscience de soi n’est possible que dans un monde, et que la possibilité même de la conscience ne se 
trouve pas en elle-même, comme dans un sujet absolu et absolument isolé, mais dans le rapport de la conscience 
à des objets réels, c’est-à-dire permanents, hors d’elle. Mais, renchérit Heidegger, le « vrai scandale » est que 
Kant éprouve encore le besoin de démontrer la réalité du monde extérieur, besoin symptomatique, à ses yeux, 
de l’inscription de la philosophie critique dans l’époque qu’elle prétend clore et dépasser （Sein und Zeit, § 43）, 
celle de la métaphysique. Nihil sub sole novum.
 Cette remarque, qui prend le contrepied de Kant, et montre son incapacité à s’arracher aux « positions on-
tologiques de Descartes », vise aussi bien, et pour  les mêmes raisons,  la phénoménologie husserlienne, et sa 
prétention à résoudre la question de la réalité du monde extérieur en passant du plan de l’idéalisme « métaphy-
sique » à celui de  l’idéalisme transcendantal. Cet  idéalisme transcendantal husserlien, qui constitue  l’essentiel 

Le problème de l’idéalité du monde extérieur

Édouard Mehl

International Web Meeting
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de  la « phänomenologische Philosophie » établie par Husserl dans  les Ideen （1913）, dépasse-t-il  la « position 
ontologique » de Kant, que Heidegger estime être aussi bien celle de Descartes, et le cas échéant, comment le 
dépasse-telle? Autrement dit,  la « philosophie » des Ideen ne doit-elle pas se  lire et comprendre comme une 
espèce de rechute dans les illusions d’un idéalisme spéculatif pré-critique, dont le néo-kantisme avait tenté de 
faire justice?
 L’hypothèse que  je souhaite esquisser  ici est que Husserl dépasse  les apories de  l’idéalisme transcendantal 
kantien par un retour, en deçà de Kant, à la skepsis radicale de Descartes et de Hume. C’est ce retour qui per-
met à Husserl de s’installer dans l’égologie transcendantale, moyennant une redéfinition complète de la notion 
même de « transcendantal », qui qualifie désormais, en un sens considérablement « élargi », des « vécus de 
conscience » （Erlebnisse） ─ ce qui n’a aucun sens si l’on prend le terme dans l’acception kantienne ─, et c’est 
ce retour qui permet d’établir la « solution » husserlienne à la question de l’idéalité du monde extérieur, désor-
mais compris comme celui d’une  transcendance immanente à une conscience donatrice de tout sens d’être, y 
compris celui du monde « objectif » （Ideen, ch. III, § 55）. De fait, Husserl accède avec l’epokhè ─ ou croit ac-
céder ─ à une dimension que Kant n’aurait pas même entrevue : celle de la vie transcendantale du sujet, d’un 
sujet affecté par ses Erlebnisse, et capable d’accéder par l’intuition à cette vie pure, ce que Kant ne peut pas ad-
mettre, pour deux raisons étroitement solidaires et indissociables l’une de l’autre : le fait que le sens interne ne 
livre aucune intuition de quelque chose de permanent en nous ; et le fait que le moi modifié par ses « vécus » 
est toujours un « moi empirique » : c’est le « moi de l’appréhension », pas le « moi de l’aperception ».
 Il faut souligner ici l’importance positive que Husserl accorde à Hume, qui, selon lui, approfondit et radicalise 
le doute cartésien : « Voici que le scepticisme empiriste faisait venir au jour ce qui se trouvait déjà en germe 
dans la méditation cartésienne fondamentale, à savoir le fait que l’ensemble de la connaissance du monde, qu’elle 
soit pré-scientifique ou scientifique, constitue une effroyable énigme » （Krisis, § 24, tr. fr. p. 103）. Autrement 
dit, la « solution » husserlienne à la question de l’idéalité du monde extérieure semble moins kantienne que hu-
mienne, mais un Hume qui, se serait installé dans cette « science de la subjectivité pure » seulement entrevue 
par Descartes, et qui aurait intériorisé et digéré la problématique transcendantale （aus sens restrictif de la pos-
sibilité de l’expérience et de la Gegenständlichkeit）, celle-ci supposant l’acte le plus originaire de la conscience : 
la donation de sens （Sinngebung）.
 Husserl juge que Descartes a découvert, avec l’ego cogitans, un « sujet transcendantal », mais qu’il a été inca-
pable de développer une science nouvelle, authentiquement transcendantale, pour retomber, aussitôt dans une 
analytique de  la res cogitans comprise selon  les déterminations générale dont  la res extensa  fournit  le modèle 

（Cartesianische Meditationen, §§ 10-11）. Husserl porte donc au crédit de Hume de n’avoir pas cédé à cette 
tentation, et d’être resté, grâce au scepticisme, dans le champ de la subjectivité ouvert par Descartes, et ─ fût-
ce sans même le savoir ─ sur le terrain à bâtir de la phénoménologie transcendantale. Il va sans dire qu’il s’agit 
là d’une vision très contestable de Hume au plan de l’histoire des idées, mais dont Husserl assume le caractère 
rétrospectif  au nom de  la  téléologie qui,  selon  lui, gouverne  le développement de  la philosophie occidentale 
depuis Descartes  jusqu’à  l’apparition de  la phénoménologie transcendantale. En tous  les cas, c’est à ce Hume, 
idéalisé et enrôlé bon gré mal gré dans l’histoire de l’idéalisme subjectif, qu’il reviendrait d’avoir montré, posi-
tivement, que le « monde » n’est pas le tout de l’étant subsistant, mais un pur et simple « phénomène d’être » 

（Seinsphänomen） ou de valeur （Geltungsphänomen）. Autrement dit, il faudrait mettre au crédit de Hume d’avoir 
préfiguré, contre  l’objectivisme dominant de Descartes à Kant,  la détermination phénoménologique du monde 
comme idée infinie et comme « sens », ─ ouvrant ainsi  l’espace d’une réflexion dans laquelle se situe encore, 
bon gré mal gré, l’ontologie fondamentale de 1927.
 Mais  tout ceci,  comme Husserl  le précise  lui-même, suppose une  lecture charitable qui arrache Hume au 
« subjectivisme frivole », pour faire de son ébranlement radical de l’objectivisme les prolégomènes à la phéno-
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ménologie transcendantale. Heidegger ne l’entend absolument pas ainsi, et soupçonne quant à  lui  la phénomé-
nologie husserlienne de continuer, après Descartes, après Hume, et après Kant, à faire de la « réalité du monde 
extérieur » un problème qui attend une solution philosophique, ou bien ─ ce qui revient exactement au même 
─ de faire du problème du monde le problème et la tâche ultime de la philosophie, un « problème » dont la so-
lution ne se trouve nulle part ailleurs que dans la subjectivité ellemême. Or, comme Heidegger l’a bien vu, à sa 
manière très synthétique, le fait que ce problème ait sa solution dans l’existence de Dieu （Descartes）, dans la 
réalité des choses hors de moi （Kant）, dans le champ d’une conscience transcendantale et la région de ses évi-
dences originaires （Husserl） ou qu’il n’ait pas de solution du tout （Hume）, ne change rien au fait qu’il s’agit d’un 
problème, et c’est précisément là ce que Heidegger conteste.
 Le monde n’est-il un problème que pour  la philosophie moderne et dans  la métaphysique de  la subjectivi-
té? Cesse-t-il d’en être un dès lors que la philosophie esquisse, avec Heidegger, un « pas en retrait » pour se 
risquer en dehors de la métaphysique de la subjectivité, voire en dehors de la phénoménologie? Ce sont là de 
vastes questions, auxquelles  je ne prétends pas apporter  ici de réponse catégorique. Mon propos serait, plus 
modestement, d’essayer de comprendre de quelle manière, dans la philosophie moderne, et en particulier avec 
Descartes,  la réalité du monde n’est pas,  initialement, un problème psychologique （lié à  la certitude que nous 
aurions ─ ou non ─ de son existence et de sa réalité, en proportion inverse de celle que l’ego a de lui-même）, 
comme c’est devenu  le cas avec Hume. Le « problème du monde » est un problème épistémologique et plus 
exactement architectonique  : c’est-à-dire que  la réalité du monde « extérieur » ne devient un problème que 
dans une certaine configuration épistémique qui précède le doute et la skepsis. Historiquement, cette émergence 
du « problème du monde » entendu comme la question de la démontrabilité de sa réalité, peut être précisément 
daté et référé, non à Descartes, comme l’a voulu l’idéalisme allemand, mais à Avicenne.

II. Pourquoi le monde doit-il être démontré?

 Il faut donc revenir au dispositif des preuves de l’existence de Dieu, dispositif qui, du XIIIe siècle jusqu’à Des-
cartes inclus, décide de toutes les structures et figures possibles de la métaphysique, et de la possibilité même 
de cette science.
 Il ne va pas de soi que l’existence de Dieu exige une preuve. Si c’est le cas, c’est qu’elle n’est pas connue par 
soi （propter se nota） comme Aristote soutient que c’est le cas de la nature （Physique II, 1, 193 a）, dans un texte 
qui, à mon sens, sert de point de départ à Heidegger qui  l’applique à tout l’idéalisme moderne （point particu-
lièrement net dans les Prolégomènes à l’histoire du concept de temps）. De sorte que, pour Aristote, vouloir dé-
montrer qu’il y a une nature oblige à une forme de raisonnement abscons dans lequel on doit feindre d’ignorer 
une chose que l’on sait. Qui voudrait démontrer l’existence des choses matérielles se trouverait, du point de vue 
d’Aristote, dans une situation comparable, quoique  inverse, à celle de  l’aveugle né, qui veut syllogiser sur  les 
couleurs sans en avoir connaissance3. En revanche Aristote se montre beaucoup moins catégoriques sur l’exis-
tence des substances séparées, dont l’existence n’étant pas immédiatement connue, doit être démontrée （Méta-
physique, E）.
 Aristote et ses commentateurs ont donc toujours commencé par postuler l’évidence des substances sensibles, 
évidence que prend pour point de départ la recherche portant sur les substances séparées. Même Suarez, sur 
ce point, ne déroge pas formellement, même s’il soutient aussitôt après que l’existence des substances immaté-
rielles l’emporte en certitude et en évidence sur celle des substances matérielles. Le point de rupture avec ce 
naturalisme impénitent vient précisément, comme l’Aquinate l’a bien vu, d’Avicenne4, qui fait jouer ici l’axiome 
fondamental de l’épistémologie aristotélicienne : une science ne démontre ni son sujet, ni ses principes. Un géo-
mètre ne prouve pas qu’il y a de l’espace, il en assume l’existence. De même, un physicien ne prouve pas qu’il 
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y a une substance mobile et sensible, il le postule comme une chose per se nota. Mais si l’existence du sujet ne 
satisfait pas à cette condition initiale d’évidence indiscutable quant à son existence, on le considère alors comme 
démontré par une science « antérieure ».
 En quel sens faut-il entendre cette antériorité? S’agit-il d’une antériorité de nature? Deux possibilités inter-
prétatives s’offrent ici, qui engagent deux conceptions fondamentalement antinomiques de l’aristotélisme. Cette 
antinomie, historiquement incarné dans la critique averroïste d’Avicenne, constitue le terrain métastable sur le-
quel les latins ont construit l’édifice de la metaphysica. Nous pouvons considérer que la constitution onto-théolo-
gique de la métaphysique trouve ici la matrice conceptuelle et la pierre de touche de son élaboration historique5. 
Ces deux possibilités sont les suivantes : ou bien il revient à une science antérieure à la physique d’en établir 

（stabilire6） l’objet  ; ou bien il appartient à la physique d’établir l’existence d’un sujet qu’elle n’étudie pas, mais 
qu’il appartient à une science qui vient « après elle » d’étudier : c’est la méta-physique, qui, ici, mérite bien son 
nom puisqu’elle tient de la physique l’existence de son objet : le premier moteur éternel démontré en Physique 
VIII.
 L’objet d’une science  lui est donné. Donné n’est pas à entendre  ici au sens du donné empirique （le donné 
sensible）, ni comme la donation phénoménologique. « Donné », datum, suppositum, concessum （comme lorsque 
Spinoza parlera de « l’idée vraie donnée » dans de De emendatione intellectus） signifie plutôt qu’on traite de 
quelque chose, un sujet, dont la signification et l’existence nous sont préalablement connus, au titre de base, fon-
dement, racine, （veluti basis, fundamentum et radix）. Il est formellement requis du sujet d’une science que l’on 
sache qu’il est et ce que le terme signifie ; c’est l’exigence minimale : la connaissance du sujet, comme celle de 
ses principes, est toujours présupposée, que cette présupposition soit expresse （vocale） ou tacite et mentale ; en 
revanche, on ne peut pas savoir d’emblée le propter quid, c’est-à-dire en avoir une connaissance par les causes, 
démonstrative : la science cherche à comprendre et à démontrer les accidents du sujet par leurs causes, mais 
aucune science ne démontre son propre sujet, ni a posteriori, ni a priori, comme d’autres encore le prétendent 
de manière « ridicule » : elle l’assume sans démonstration7.
 Les « accidents » ou les « affections » du sujet ne sont pas rigoureusement la même chose : on peut dire que 
les affections du sujet sont notoires, manifestes （comme peuvent l’être les symptômes d’une maladie）, mais les 
accidents par soi ne sont pas nécessairement donnés avec la connaissance du sujet : il appartient justement à la 
science de les établir, et d’en établir les causes. Ce qu’elle ne peut en aucun faire d’elle-même ou à son propre 
sujet : qu’une science puisse démontrer le sujet qu’elle considère, reviendrait à tirer analytiquement d’un sujet 
donné la connaissance de sa propre cause, mais la cause du sujet ne peut lui être qu’extérieure et extrinsèque, 
sauf le cas très improbable et rigoureusement impossible en régime aristotélicien où le sujet est pensé comme 
sui causa. La démonstration du sujet d’une science ne peut donc se faire, en bonne logique que dans et par une 
autre science, capable d’établir démonstrativement un sujet dans la seule et stricte mesure où il n’est pas le sien. 
La converse de cette proposition donne l’énoncé apparemment étrange mais parfaitement logique que tout ce 
qui peut être démontré dans une science est de ce fait même exclu de la définition de son sujet. Le XIIIe siècle 
considère cette proposition comme allant de soi et se passant de démonstration ; après Avicenne, de paradoxale, 
elle est devenue topique8. Ainsi Albert le Grand, sans autre forme de procès : « Rien n’est à la fois le sujet et ce 
qui est recherché dans une quelconque science  ; comme Dieu et  les réalités divines séparées sont recherchés 
dans cette science ［première］, il n’en peuvent donc pas être le sujet ».
 De ce fait, selon qu’on tient pour l’une ou l’autre de ces deux voies, la métaphysique n’aura ni le même objet, 
ni  la même tâche, et  la nature des preuves de  l’existence divine s’en trouve affectée  :  l’avicennisme fournit  le 
paradigme de la métaphysique comme philosophia prima, science fondatrice, dont dépendent toutes les autres 
;  il revient à cette philosophie première d’établir une preuve de  l’existence de Dieu sans rien emprunter aux 
sciences, qui, au contraire,  lui empruntent  leurs principes  : son objet （ou plutôt son sujet,  subjectum de quo）, 
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l’ens, est plus que suffisamment connu et n’est démontré dans aucune science antérieure, puisqu’il n’y a rien de 
mieux connu que lui ni par quoi il soit connu （nihil ente notius）. C’est dans cette configuration épistémique, que 
la preuve de l’existence divine ne se peut chercher et trouver que dans le champ d’une philosophia prima.
 Cette figure exemplaire de la métaphysique comporte ce faisant une équivoque fondamentale dans la détermi-
nation de son objet （subjectum） : si c’est l’être en tant qu’être （Met. Γ, 1, 1003a20）, et si Dieu est exclu de l’objet 
de cette science, ce n’est certes pas que la philosophia prima soit incompétente en matière théologique, c’est au 
contraire pour mieux l’investir de ce rôle éminent  : étant donné qu’aucune science n’établit  l’existence de son 
sujet, surtout pas la première, ordonnée à la donation de son objet ［« il y a », « étant donné », es gibt］, c’est à 
condition que Dieu ne soit pas défini comme le sujet de la philosophie première, ni inclus en elle, qu’il peut reve-
nir à celle-ci d’en établir l’existence. Cette existence n’est pas incluse dans l’objet de la métaphysique, mais n’en 
est pas non plus catégoriquement exclue, sans quoi, comme le veut le paradoxe sophistique （Ménon, 80d-e）, on 
ne songerait même pas à la rechercher. Mais, dit Avicenne, « si nous ne désespérons pas l’y trouver, c’est que 
nous en avons des signes » （quia signa habemus de eo）.
 La critique averroïste montre que toutes les preuves métaphysiques a priori de l’existence de Dieu sont so-
phistiques  : comment d’ailleurs peut-on prétendre démontrer, c’est-à-dire exhiber  la cause d’un être qui par 
définition n’en a pas? Il n’y aura en fait de preuve de l’existence divine que des preuves physiques, plus faibles 

（démonstrations quia, non propter quid） car elles remontent des effets à leurs causes, en l’espèce du mouvement 
à son moteur immobile. Mais la question porte plus précisément sur l’impossibilité pour une science de démon-
trer les principes de son sujet ou de son genre. Ceux qui prennent cette règle à la  lettre （comme Avicenne） 
transfèrent au métaphysicien la charge de démontrer les principes de la substance sensible, ce qui est en un sens 
contraire à  la vocation transcendante de  la métaphysique, qui, de science trans-physique déchoit au rang de 
ce qu’on devrait appeler une archi-physique  :  le résultat paradoxal de  l’avicennisme serait, au rebours de ses 
intentions, d’avoir empêché la métaphysique de s’accomplir comme scientia divina. C’est cette situation qui ca-
ractérise la philosophia prima cartésienne : elle démontre l’existence et la réalité de la nature corporelle, confor-
mément à l’idée claire de l’étendue et de ses modes （mouvement, figure）.
 Reste à présent à déterminer de quelle manière cette antinomie joue dans la structure même de la métaphy-
sique cartésienne, quant à la double question des preuves de l’existence de Dieu, et de l’articulation entre phy-
sique et métaphysique. Il faut tout d’abord se rendre à l’évidence que les textes cartésiens ne sont pas rigou-
reusement concordants. En effet le Discours puis les Meditationes ne laissent aucun doute sur la primauté des 
preuves a posteriori ou « par les effets » （le Discours n’en donne d’ailleurs pas d’autre） ; mais les effets considé-
rés n’étant pas autre chose que l’existence même de l’ego cogitans et l’idée de Dieu en lui, la voie des effets se 
trouve réintégrée à la philosophia prima. C’est par là que Descartes ouvre, avec génie, une voie moyenne entre 
Avicenne et Averroès, en interprétant les signa （nec desperatum posse manifestari, quia signa habemus de eo） 
d’Avicenne comme les idées, et en faisant de l’idea entis infiniti un tekmerion ou indice irréfutable, après avoir 
éliminé tous les signes （les autres idées）, celles-ci étant comme des semeia, dont le signifié peut n’être qu’imagi-
naire, c’est-à-dire n’avoir pas d’autre réalité que celle du signe.
 Mais  l’important est  surtout de noter comment  la preuve cosmologique se construit  sur  les  ruines de  la 
preuve physico-théologique : c’est-à-dire comment l’énoncé liminaire que la première prend pour principe （ego 
sum, ego existo） n’est conquis que par  le doute portant sur  l’existence de toutes  les choses matérielles. Et, si-
multanément, le matériau de la preuve a posteriori pas la causalité de l’idea entis infiniti n’apparaît que comme 
l’exception singulière à  l’impossibilité générale de déduire ou  inférer d’une  idée quelconque  l’existence de son 
objet. Tout se passe donc comme si la possibilité des arguments « cosmologiques » （par la causalité de l’idea dei 
et par la conservation de mon existence） dépendait de l’impossibilité démontrée des arguments physico-théolo-
giques.
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 De cette connexion étroite entre  l’impossibilité des arguments physico-théologiques et  la possibilité de  la 
preuve qu’on nomme « cosmologique », on peut fournir plusieurs éléments d’explication.
 i/ la preuve de l’existence divine dans la Méditation III s’accomplit en régime de doute, c’est-à-dire de réduc-
tion des res aux ideae. Le principe d’une cause efficiente, ordinairement requis pour rendre raison de l’existence 
des choses, est utilisé ici en amont pour rendre raison de la réalité objective des idées ; ou, suivant le langage 
un peu moins sophistiqué du Discours : « nos idées ou notions, étant des choses réelles, et qui viennent de Dieu, 
en tout ce en quoi elles sont claires et distinctes, ne peuvent en cela être que vraies » （DM IV, AT VI, 38, 21-
24）. Autrement dit, les idées ne sont justiciables de l’universelle règle de la causalité, qu’en tant qu’elles sont des 
« choses réelles » （ou du moins en tant qu’elles ne sont « pas rien »）, dont la réalité passe au crible du doute.
 ii/ En opérant la distinction de la réalité formelle et de la réalité objective de l’idée, le doute fait précisément 
apparaître cette realitas objectiva qui, en régime d’expérience et de vie naturelle, ne se voit pas, ne s’entend pas, 
bref, demeure parfaitement  irréelle, mais, dans  la réduction,  la seule réalité assurée. En ce sens, ce qui pèche 
dans la preuve physico-théologique, c’est son moyen, qui ne résiste pas au doute, alors que la realitas objectiva 
des ideae, elle, y résiste d’autant mieux qu’en un sens elle en procède.
 iii/ Enfin, la destruction de la preuve physico-théologique et sa relève par l’argument cosmologique moyen-
nant  l’application de  la causalité à  la réalité de  l’idée suppose une transformation radicale dans  la définition 
même de l’idée : de formes exemplaires de la pensée divine, les idées sont rétrogradées au rang de simples modi 
cogitandi. En tant que formes exemplaires, les idées étaient moins en Dieu que Dieu lui-même, et à ce titre, ne 
pouvaient avoir de cause, pas plus que n’en a  l’essence divine ellemême. Cependant,  il  fallait, avec toute une 
tradition augustinienne, assumer un paradoxe  insoluble  :  les  idées exemplaires ne constituaient pas, à  l’instar 
des attributs, des conditions d’intelligibilité de l’essence divine, mais au contraire des conditions d’intelligibilité, 
incréées et éternelles, de l’ens creatum.

Conclusion : le phénomène du monde selon Descartes

 L’idéalisme allemand a toujours  fait de  la question de  l’idéalité du monde extérieur  la contrepartie de  l’au-
to-position de l’ego cogitans en primum cognitum, comme s’il s’agissait là de la position ontologique fondamentale 
par laquelle se caractérise cette Metaphysik der Neuzeit, dont Heidegger se donne une définition assez large pour 
y inclure Kant, et même la phénoménologie husserlienne. Mais, comme nous avons voulu le montrer ici, l’idéa-
lisme allemand a oublié que cette auto-position est essentiellement motivée par le besoin d’établir une preuve 
de l’existence de Dieu ─ celle que Kant dit cosmologique, en la distinguant de la preuve physicothéologique. L’ego 
cogito n’est pas  le donné absolument originaire et  immédiat, mais  il est médiat, puisqu’il est convoqué comme 
un medium demonstrandi dans le cadre d’une métaphysique ─ une théologie naturelle ─ qui prouve l’être du 
monde comme ens creatum et universitas rerum （donc dans les Méditations III et IV plutôt que V et VI）.
 Aussi le « retour » husserlien à Descartes, et le « recommencement » de la philosophie est-il tronqué et, en 
un certain sens trompeur  : Husserl suppose que l’inconcussum quid cartésien est l’ego cogito, sol de toute phi-
losophie. Mais  l’ego est moins  le sujet de  la philosophie que le moyen pour démontrer  l’existence de Dieu, qui 
en est la cause. Le doute sur la réalité du monde n’est donc pas une conséquence de la position de l’ego en pri-
mum cognitum, mais au contraire, c’est l’ego qui est une conséquence d’un doute dont la racine la plus profonde 
plonge dans la structure de la métaphysique à l’époque médiévale et la certitude que la nature corporelle. Les 
« premiers  fondements » sont  l’existence de  la nature pensante et de  la nature corporelle,  la première étant 
mieux connue par l’ego, puisqu’elle est immédiatement la sienne, et la seconde étant connue par la première, à 
savoir par une idée claire et distincte, idée qui n’est rien d’autre, en sa réalité formelle, qu’un simple modus co-
gitandi. Ce recommencement aux premiers fondements （a primis fundamentis）, on ne saurait l’ignorer, a donc 
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bien, pour Descartes, le sens d’un recommencement aux premiers moments de la Création, et des natures intel-
lectuelle et étendue dans leur condition originelle.
 L’émergence de la question du monde constitue le trait le plus fondamental de la philosophie à l’époque mo-
derne. C’est cette question qui devance, et qui porte la position de la subjectivité. Ou, pour le dire autrement : 
si la première parole sur l’étant dans le recommencement de la philosophie à l’époque moderne est ego cogito, 
sum cogitans ─ je suis celui qui pense, je suis dans l’acte et le moment même où je le pense, maintenant ─ cela 
provient de ce que la question la la plus originelle n’est plus qu’estce que l’étant ou qu’est-ce que l’étance, selon 
l’intraduisible jeu de mots et l’hypersémantisme de Métaphysique Z, ti to on = tis hè ousia （Aristote : demander 
« qu’est-ce que l’étant? » revient à demander « qu’est-ce que l’étance? »）, mais quid mundus? Qu’est-ce que le 
monde? le concept de monde, compris comme le tout de la duratio rerum （mundus = saeculum）, est le titre d’un 
concept purement ontologique. Qu’est-ce donc que le monde, sinon, pourrait-on dire en paraphrasant le mot cé-
lèbre de Hegel, l’être-là du temps?
 Heidegger n’a donc pas rendu  justice à Descartes en considérant que  le « phénomène du monde », avec 
lui, se ramène à la seule intelligibilité mathématique de la res extensa : le monde n’est pas seulement l’étendue 
indéfinie de l’espace devant et autour de nous, c’est la permanence de cette quantité de mouvement que Dieu 
conserve en la même façon qu’il l’a créée. Cette permanence du tout n’est pas perçue, elle est imaginée ; ce qui 
signifie, aussi bien, que le monde n’est pas une chose, et qu’il ne nous affecte pas, comme nous affecte l’espace 
réel du « monde visible » et les corps qui nous environnent. Il y a bien, cependant, dans ce « monde visible », 
objet de la philosophie naturelle, quelque chose qui symbolise cette permanence et qui permet effectivement d’en 
former une image : c’est l’inaltérabilité quoad nos des cieux, et l’invariance de la situation des étoiles fixes, dont 
la  luminosité  invariable est  l’indice d’innombrables cieux extérieurs, d’un monde qui excède toute perception 
et dépasse toute conception. Aussi bien, les caractéristiques fondamentales du « phénomène du monde » chez 
Descartes ne sont-elles pas la spatialité, mais l’immensité et la perfection d’un ouvrage dont « aucune idée n’ap-
proche », car « nous n’enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses » （Pascal）. 

Endnote

1  1 Heidegger voit dans la Vorhandenheit （qu’on traduit par l’être-sous-la-main, mais qu’on pourrait aussi bien rendre 
par le terme de maintenance） la caractéristique de l’étant intramondain appréhendé comme « substance ». Cf. Prole-
gomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, GA 20, p. 232-233 : « Subztantialität meint Vorhandenheit… In dieser Bestim-
mung des Seins Gottes liegt gar nichts von irgendwelcher religiöser Charakteristik, sondern Gott ist einfach der Titel 
für das Seiende, in dem uns eigentlich Seiendes im Sinne des Begriffes von Sein als Vorhandenheit begegnet ».

2  Husserl, La Crise des Sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Appendice XI au § 23, 1962, 1976 
pour la tr. française de Gérard Granel, Paris, Gallimard, 1989, p. 478. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaf-
ten, Husserliana VI.

3  Notons que chez Heidegger ce  scandaleux （pseudo-）besoin de preuve concerne aussi bien  l’existence divine: 
Nietzsche I, tr. P. Klossowski, Gallimard, 1971, p. 286. Cet aristotélisme scolaire, ou ce qu’il en reste, se retrouve en 
bien d’autre occurrences du Nietzsche, par exemple quelques pages plus  loin  lorsque  il est affirmé qu’« aucune 
science ne saurait énoncer quoi que ce soit sur elle-même à l’aide de ses propres moyens scientifiques » （ib., 290）.

4  Thomas d’Aquin, Commentaire sur la Physique, livre II, lectio 1 （sub fine） : « Deinde cum dicit: quod autem est na-
tura etc., excludit praesumptionem quorundam volentium demonstrare quod natura sit. Et dicit quod ridiculum est 
quod aliquis tentet demonstrare quod natura sit, cum manifestum sit secundum sensum quod multa sunt a natura, 
quae habent principium sui motus in se. Velle autem demonstrare manifestum per non manifestum, est hominis qui 
non potest iudicare quid est notum propter se, et quid non est notum propter se: quia dum vult demonstrare id quod 
est notum propter se, utitur eo quasi non propter se noto （…） Naturam autem esse, est per se notum,  inquantum 
naturalia sunt manifesta sensui. Sed quid sit uniuscuiusque rei natura, vel quod principium motus, hoc non est ma-
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nifestum. Unde patet per hoc quod irrationabiliter Avicenna conatus est improbare Aristotelis dictum, volens quod 
‘naturam esse’ possit demonstrari, sed non a naturali, quia nulla scientia probat sua principia ». Texte cité et com-
menté, mais dans un sens plus restreint, par Ét. Gilson, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du 
système cartésien, Paris, Vrin, 1930, p. 156.

5  5 Sur la permanence de cette antinomie historique, voir l’article séminal d’Ét. Gilson, « Avicenne et le point de départ 
de Duns Scot » （AHDLMA, 1927, Vrin Reprise, Paris, 1986）. Sur la nécessité d’une révision historique et critique du 
paradigme heideggerien de la constitution onto-théologique, nous suivons ici les suggestions d’O. Boulnois : « Heideg-
ger, l’ontothéologie et les structures médiévales de la métaphysique », Quaestio, 1/2001, p. 379-406, en ajoutant cette 
quatrième figure, antinomique, au schéma tripartite qu’il propose. Voir également id., Être et représentation. Une gé-
néalogie de la métaphysique à l’époque de Duns Scot （XIIIe-XIVe siècle）, Paris, PUF, 1999, ch. VII, p. 327-404.

6  Cf. MM I, AT VII, 17, 7-8 : « （…） quid… firmum et mansurum … in scientiis stabilire ».
7  G. Zabarella, De Tribus Praecognitis, VIII-IX, col. 516-520.
8  On voit très bien comment les médiévaux n’ont exclu Dieu du sujet de la métaphysique que pour permettre à la mé-

taphysique d’en prouver l’existence dans les textes présentés par A. Zimmermann, Ontologie oder Metaphysik ? Die 
Bestimmung der Gegenstand der Metaphysik, im 13. und 14. Jahrhundert, 1965, 19982 fait remonter à Avicenne l’ar-
gument en contexte métaphysique. “Je dis donc qu’il est impossible que Dieu lui-même soit le sujet de cette science, 
car tout sujet est d’une science est une chose dont on accorde  l’être （res quae conceditur esse）, et  la science elle-
même ne recherche que les dispositions de son sujet ; ceci est connu par d’autres lieux. Mais il ne peut être accordé 
que Dieu soit dans cette science en tant que sujet, car il est plutôt （immo） recherché en elle » （Liber de philosophia 
prima, sive scientia divina, in : Avicenna latinus, éd. S. van Riet et Gérard Verbeke, Louvain, Peeters – Leiden, Brill, 
1977-1983, vol. 4, p. 4）.
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 First of all, I would like to express my impression that, as long as I know as a researcher who is somehow 
interested in Hume’s philosophy, Professor Beebee’s understanding on Hume’s argument of causation is quite 
unique and stimulating indeed. Looking back at the history of Hume study, we easily find that Hume was initial-
ly understood to be a philosopher of scepticism （perhaps because of the influence of Thomas Reid’s interpreta-
tion of Hume）. However, this traditional interpretation was dramatically changed by Norman Kemp Smith, who 
delineates Hume as a philosopher of naturalism rather than scepticism. According to the naturalistic reading of 
Hume, Hume is supposed to develop his arguments in the following way; It is true that we might have to fall 
into a kind of scepticism at the theoretical level if we seriously and reasonably carry out philosophical scrutiny 
about our perceptions, nevertheless （or, correctly speaking, in contrast to sceptical consequences that we must 
fall into at the theoretical level） we come to recognize freshly at the practical level that we actually continue 
to live our real lives every day, thus philosophers must face this fact （abandoning sceptical consequences） and 
clarify how we lead our everyday lives by taking our function of imagination （that is, human nature） into ac-
count. This naturalistic view of Kemp Smith has been dominant over Hume scholars, even if how to evaluate 
Hume’s sceptical arguments depends on each scholar. Of course, Hume’s naturalism as Kemp Smith highlights 
is distinctly different from current naturalism of epistemology as Quine once introduced; in that Humean natu-
ralism focuses upon human nature whereas Quinean one tries to equate epistemology to natural science. Human 
nature is not necessarily the same as natural science. However, there is one common feature to both naturalism 
of Hume and Quine. That is to say, broadly speaking, they share the key idea that philosophy （particularly of 
knowledge） should be engaged in the task of DESCRIBING how our knowledge is generated rather than NOR-
MATIVELY or rationally justifying our knowledge. Thus, as far as I understand, a core characteristic to be 
positively emphasized of Hume’s philosophy consists in his basic strategy to simply describe generation of our 
knowledge or belief without taking the problem of justification seriously. I myself mostly agree with this cur-
rent, dominant, naturalistic interpretation of Hume’s philosophy.
 At first glance, Professor Beebee’s view on Hume’s inductive scepticism seems to sympathize with the cur-
rently dominant, naturalistic interpretation of Hume, because she regards the status of scepticism as something 
to be abandoned. She says about sceptical arguments, “they are positively pernicious, in promoting philosophical 
principles.” Rather, she emphasizes Hume’s negative attitude towards sceptical arguments by finally concluding 
that; “his view would be that they should be consigned to the flames too.” As far as her denial of scepticism is 
concerned, her standpoint sounds to have close affinity with the currently dominant, naturalistic interpretation, 
as the naturalistic interpretation arose from diminishing the significance of scepticism in Hume’s philosophy. 
However, if I am not mistaken, Professor Beebee’s argument seems to go beyond this. As I argued before, 
naturalism, whether Humean one or Quinean one, is supposed to simply focus upon the issue about how our 
knowledge or belief is generated from a descriptive point of view. But, Professor Beebee seems to draw a kind 
of normative implication （rather than descriptive analysis） from Hume’s argument. What makes me think so is 
a part of her concluding remarks with negatively evaluating the significance of scepticism. She says, sceptical 
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arguments “have no practical application, and therefore conceiving philosophy itself as a discipline with no si-
gnificance for how we should live our lives.” This is quite unique, as, as far as I understand, Professor Beebee 
clearly supposes that Hume’s argument on causal reasoning could be a kind of guide, or more radically spea-
king, a kind of norm, which teaches us how we should live our lives. To be honest, however, I was wondering 
how we could understand Professor Beebee’s reading of Hume. At least, I would like to raise two questions.
 First, I am curious to know what Professor Beebee exactly means by “practical application.” For instance, 
according to Hume’s argument, we reach causal judgement between flame and heat in terms of our experience 
of constant conjunction between those two sorts of phenomena.  Of course, it is undoubtedly true that this cau-
sal knowledge is useful for us to lead comfortable lives when we treat something related to those like candles.  
But, this usefulness can make sense only if we put comfort or happiness as a kind of standard or norm that we 
ought to achieve in our lives. This putting some value as a norm is conceptually independent of our acquiring 
causal knowledge in an empirical way. It is one thing to understand causal relation between phenomena, and 
it is another thing to have some value as our goal. Actually, causal knowledge can be used in various ways, 
depending on goals we select. Please remember cases of war or firefighters, where causal knowledge would be 
used in a different way from the case we simply avoid burn. This fact suggests that causal knowledge itself has 
no practical significance without accepting practical value in advance. In fact, as long as we interpret Hume’s 
argument as a kind of naturalism rather than scepticism, we must be very careful to make distinction between 
descriptivity and normativity, in accordance with the sense of the concept, “naturalism.”
 Second, I would like to raise another question from a completely different, or perhaps opposite, angle from the 
previous paragraph. Professor Beebee emphasizes repeatedly that Hume’s arguments on causal reasoning are 
proposed from a psychological point of view rather than epistemological viewpoints where justification matters. 
I entirely agree with her, and this understanding evidently fits in well with popular reading of Hume as a na-
turalist. However, conversely, this very point makes me feel a bit unsatisfied with Hume’s arguments. What I 
want to raise here is that causal relations are sometimes applied in our society not so much psychologically as 
realistically or objectively. A typical case is that we ascribe criminal or moral responsibility to someone at the 
basis of causal relation between harm victims suffered and behaviours offenders conducted. If this causal rela-
tion is just a psychological one, our social system sounds to be too weak, or （much worse） arbitrary or variable 
depending on who judges, to be acceptable as a public treatment. Our commonsense tells that causal relation 
to support the judgement of the court must be as objectively founded as possible, otherwise it might be unjust. 
At least, if Hume takes causal relation to be just psychological, he should offer additional explanation about how 
those psychological phenomena could be the basis of our real society.
 Next, I would like to take the issue of a priori knowledge. Professor Beebee says, “Hume thinks that he has 
already explained the origin of a priori knowledge, through his account of reasoning concerning ‘relations of 
ideas’ （pp.8-9）.” As to this point, I would like to ask my longtime question. As his argument in ‘Of scepticism 
with regard to reason’ suggests, Hume seems to understand our mathematical calculation or reasoning as our 
mental process temporally occurring. If this is the case, I think that even mathematical reasoning should be 
absorbed into a category of causal relations in the context of Hume’s philosophy. Then, a question arises. Does 
Hume really and consistently maintain what is called ‘Hume’s fork’ （i.e. the distinction between ‘matters of 
fact’ and ‘relations of ideas’） or finally abolish （rather than polish） the fork? I am quite interested in how Pro-
fessor Beebee understands this point based on her unique, normativity interpretation of Hume.
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Après avoir résumé brièvement la présentation de M. Mehl, je poserai deux questions.

Ⅰ．La métaphysique en mal de monde

La présentation de M. Mehl est un projet ambitieux. L’auteur traite de la question de la subjectivité et du 
monde en examinant la philosophie de Descartes à la lumière de la philosophie contemporaine, puis revient à la 
philosophie du 13ème siècle en la rapprochant de la question de la preuve de l’existence de Dieu. A partir de là, 
il dégage les caractéristiques de la philosophie de Descartes, et tire une conclusion sur la base de ces différents 
éléments.

Le texte se compose de deux parties et d’une conclusion. La première partie est développée sous l’angle de la 
relation entre la subjectivité et le monde dans la métaphysique cartésienne. L’auteur note que la philosophie 
de Descartes a été considérée par Husserl et Heidegger comme une sorte d’ontologie bâtie sur la subjectivité. 
La critique formulée par Heidegger est que cette subjectivité n’est qu’une forme de Vorhandenheit, une « pré-
sence subsistante ». Considérant que le fait de placer cette sujectivité au centre de la philosophie remonte à 
Kant, Heidegger estime que le fait que Kant a considéré comme nécessaire de prouver la « réalité du monde 
extérieur » constitue un « vrai scandale ». Autrement dit, pour Heidegger, la relation entre le « monde » et la 
subjectivité n’a pratiquement pas évolué depuis Descartes et jusqu’à Kant.

M. Mehl s’intéresse ensuite à Husserl. Husserl résout cette question par le biais du concept de l’« égologie 
transcendentale ». Il considère que le « moi » n’est pas le « moi de l’aperception », comme chez Descartes ou 
Kant, mais le « moi de l’appréhension », et que « le moi modifié par ses vécus est toujours un moi empirique ». 
Husserl y voit là un champ de « vécus de conscience » （Erlebnisse） et d’ « intuitions » qui diffère de la subjec-
tivité cartésienne. Il considère que la « solution » proposée par Husserl est plus proche de Hume que de Kant. 
Husserl juge que « Descartes a découvert, avec l’ego cogitans, un sujet transcendental », mais qu’avec cela, 
« il n’est pas possible de développer une science nouvelle, authentiquement transcendentale ». Au contraire, il 
considère que Hume, enrôlé dans « l’histoire de l’idéalisme subjectif », a montré que le monde n’est pas le tout 
de l’étant subsistant, mais un pur et simple « phénomène d’être ou de valeur ». D’après M. Mehl, Husserl juge 
que le sujet transcendental de Descartes ne permet pas une ouverture au « monde », mais que celui de Hume, 
lui, le permet.

Ainsi, selon l’auteur, Husserl définit le « monde » d’un point de vue phénoménologique comme « idée infinie » 
et comme « sens ». Ce qui est en cause dans « l’existence du monde extérieur », que M. Mehl prend ici comme 
sujet principal, ce n’est pas l’existence réelle du monde physique qui s’ouvre à nos sens, mais la structure de ce 
« phénomène du monde ». Le rôle de la métaphysique est ainsi considéré comme celui de bâtir un prototype, 
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une « architectonique » du monde, et cela nous ramène à Avicenne.

Ⅱ．Pourquoi le monde doit-il être démontré ?

Dans la deuxième partie, M. Mehl, en se basant sur la tradition aristotélicienne, traite des formes possibles de 
la métaphysique du 13ème siècle à Descartes. Il considère que la preuve de l’existence de Dieu, à laquelle s’est 
intéressé Descartes, se positionne entre les deux approches d’Avicenne et d’Averroès. Bien sûr, ce qui est traité 
ici, c’est Avicenne （Ibn Sina） et Averroès （Ibn Ruchd） tels qu’ils ont été connus principalement dans le monde 
latin du 13ème siècle.

Tout d’abord, M. Mehl considère qu’Avicenne a montré les choses suivantes. De même que la physique （la 
science naturelle） ne permet pas de fonder la physique, une science ne peut démontrer ni ses sujets ni ses 
principes. On a donc besoin d’une « science antérieure ». C’est la métaphysique, considérée comme philosophia 
prima, science fondatrice dont dépendent toutes les autres. Toutes les autres disciplines sont basées sur cette 
philosophie première qu’est la métaphysique.

Il s’agit là de la configuration épistémique liée au « problème du monde ». Bien que « le rôle de prouver l’exis-
tence de Dieu puisse revenir à la philosophia prima », ce rôle revient à prouver l’existence de Dieu d’une ma-
nière différente de cette philosophie première. En fin de compte, cela signifie que nous ne pouvons avoir que des 
signes à propos de Dieu.

La métaphysique déchoit ainsi du statut de science « trans-physique » au rang de ce qu’on pourrait appe-
ler une science « archi-physique ». Autrement dit, de science qui prouve l’existence de Dieu au-delà de la 
physique et qui fonde, par là-même, la physique, elle se voit réduite à une science qui montre la structure du 
monde en tant que prototype de la physique.

Ceci est la première approche. La deuxième a été avancée par Averroès. Averroès considère que les preuves a 
priori de l’existence de Dieu sont sophistiques. Et cela revient à faire dépendre cette preuve d’une preuve phy-
sique encore plus faible. 

Le dernier problème est de savoir comment cette antinomie, qui vient sans doute du fait que, d’un côté, la 
« trans-physique » ne peut probablement jouer que le rôle d’ « archi-physique » mais que, de l’autre, la 
preuve physique est possible, détermine la structure de la métaphysique cartésienne.

M. Mehl considère que, dans Le Discours de la méthode et les Méditations métaphysiques, la première place est 
attribuée à la preuve a posteriori （personnellement, je pense que la preuve de l’existence de Dieu à la partie IV 
du Discours de la méthode est une preuve a priori, mais je ne discuterai pas ce point）.

Pour M. Mehl, le fait de rechercher les fondements de l’ordre du monde, qui constitue une preuve physique, n’est 
plus possible dans la métaphysique cartésienne, et Descartes a réalisé la preuve de la nécessité du monde à par-
tir de sa contingence.

M. Mehl appréhende cela du point de vue de la « connexion étroite entre l’impossibilité des arguments physi-
co-théologiques et la possibilité de la preuve qu’on nomme cosmologique », et il indique trois points à propos de 
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la première preuve de la Méditation III. 

Ne sachant pas comment l’auteur fait la différence entre « in me esse » d’une idée et « esse objectivum » de la 
réalité objective, qui constitue le contenu de la représentation de l’idée, il ne m’est pas possible d’appréhender 
ces trois points avec précision.

Pour résumer quand même les choses, ce que M. Mehl fait remarquer à propos de Descartes, c’est que, pour 
que la causalité puisse s’appliquer à l’idée, il faut que celle-ci soit « réelle ». Mais l’idée ne peut pas être réelle 
dans le domaine de l’expérience, mais seulement dans le domaine réduit par le doute （skeptis）, c’est-à-dire dans 
le domaine débarrassé de la supposition de l’existence. Ce que montrent ces deux conditions, c’est que la preuve 
de Dieu à partir de l’essence de Dieu est impossible et qu’en tant que créature, l’homme ne doit parler de Dieu 
que dans la limite de ce qui lui est révélé.

M. Mehl affirme que c’est lié au fait que l’ « idée » selon Descartes a été reconsidérée, passant de l’idea exempla-
lis de la scolastique du moyen âge, telle qu’elle avait été connue depuis St Augustin, à un simple modus cogitan-
di. Autrement dit, le Dieu de Descartes est un Dieu qui n’est révélé qu’à l’intérieur du domaine de la finitude 
de l’homme. Inversement, cela veut dire que l’auteur ne trouve pas de transcendance dans la métaphysique de 
Descartes. Ce que montre la façon dont l’auteur interprète Descartes, c’est que, si nous ne pouvons pas faire la 
preuve de l’existence de Dieu, nous pouvons probablement structurer ce « phénomène du monde » en la pre-
nant comme modèle. Pour l’auteur, c’est là le motif de Descartes lorsqu’il cherche à réaliser la preuve de l’existence 
de Dieu.

Questions à M. Mehl

（1） Tout d’abord, à propos du concept de « monde ». La preuve de l’existence des choses matérielles réali-
sée par Descartes dans la Sixième Méditation consiste à rechercher la relation avec le monde matériel par des 
sens - mais ce monde matériel est-il dénué de réalité ? Comment voyez-vous ce contact avec le monde par des 
« sens » ? Le monde matériel selon Descartes a beaucoup plus de « réalité » que le « phénomène du monde ». 
Le monde matériel, c’est l’endroit où l’homme qui se définit comme union du corps et de l’âme accumule les ex-
périences. Ce terme « monde » vous fait-il penser également à « l’existence du monde » ? Le « monde » est-
il pour vous un concept qui intègre l’ « existence » ? Et aussi, le fait que vous appréhendiez le « problème du 
monde » comme un « problème épistémologique » le montre également. Si «  l’existence » n’est pas incluse 
dans le concept de « monde », le « monde » dont vous parlez ne se réduit-il pas à un joli phénomène ?

（2） Ensuite, et c’est lié au premier point, je pense qu’il n’y a pas de justification à l’opinion arbitraire selon 
laquelle la philosophie se rapproche encore davantage de la vérité à mesure qu’on avance dans le temps, et 
que, plus on se rapproche de l’époque moderne, plus elle devient sophistiquée, raffinée. Mais, en dehors de 
cette raison du progrès, quelle est la signification du fait de réduire le problème du monde au « phénomène du 
monde » ? Considérez-vous que la phénoménologie transcendentale constitue la forme ultime de la métaphy-
sique ? Par ailleurs, comment voyez-vous l’influence que cela a sur la vie des gens dans la société moderne ? 
Parce que le monde actuel est un tout concret au niveau de la science et de la technologie, mais aussi de la poli-
tique et de l’économie, si l’on le considère comme un « phénomène du monde », est-ce que vous nous propose-
rez un monde que nous ne pouvons pas vivre ?



国際哲学研究 3 号 2014  227

Question à M. Mehl

 Je remercie à M. Mehl pour votre exposé, pénétré jusqu’au fond de l’histoire d’idée, et ceci, pour faire surgir 
une nouvelle figure du « monde » cartésien. Les éclaircissements que vous aves apportés et que je désire énu-
mérer ici sont nombreux. Mais, faute de temps, je me limite ici à vous poser une question touchant le caractère, 
ou la nature, de la conception cartésienne du « phénomène du monde ». 
 Ce « phénomène » se conçoit-il d’une façon descriptive ? Ou plutôt, est-il empreint d’un certain caractère 
prescriptif ? Pour préciser le mot « prescriptif », je n’entends bien sûr pas que le monde et ses phénomènes 
physiques soient conçus selon on ne sais quelle téléologie ; le point est plutôt que les investigations cartésiennes, 
physique et métaphysique, relèvent, toutes deux, de la quête de la « sagesse / sapientia ». Autrement dit,  la 
physique et  la métaphysique partagent comme motif de base la poursuite d’une meilleure vie morale, et ainsi 
une certaine continuité subsistera entre elles. Or, vous avez expliqué le « phénomène » dont il s’agit en termes 
de « perfection » ; et l’idée cartésienne de la perfection provient de l’idée de la perfection divine, dont l’idée de 
la bonté constitue une partie importante. Alors, il me paraît difficile de penser que, chez Descartes, le « phéno-
mène » puisse être saisi d’une manière purement « descriptive ». 
 Je voudrais donc savoir votre pensée sur ce point. Je serais d’autant plus heureux que, si, à cette occasion, 
vous pourrez nous apprendre le rapport qu’il y aurait entre le descriptif et le prescriptif dans la phénoménologie 
husserlienne. Mais avant de vous écouter, je me permettrai de poser une question à l’égard de Mme Beebee. 

Question to Professor Beebee

 I really appreciate Professor Beebee’s interpretation, persuasive even for those, like me, who are familiar with 
French thoughts rather than with Anglo-Saxon way of thinking. 
 My question, as well as, in fact, the previous one I’ve formulated to Professor Mehl, are both inspired by Pro-
fessor Ichinose’s remark on the distinction between DESCRIBING and NORMATIVLY. I dare to bring into fo-
cus, not the former, but the latter. 
 As a counter-notion of “descriptive / descriptif”, “normative” in the Humean context corresponds to “pres-
criptif” in the Cartesian context. It is true that their respective conceptual values are not strictly the same. If, 
nevertheless, “normative” concerns the process of  justification of human knowledge and  if  this process  leads, 
in some way or other, to the investigation on the causes, grounds or principles, “normative” and “prescriptif” 
could be understood in the same direction. Hume, himself, would refuse to proceed in this direction, as far as the 
prescriptive approach of Descartes ─ the quest for the Sapientia and for the perfection in the moral life ─ is 
oriented by the transcendental goodness. But if Hume’s refusal is definitive, the subjectum of today’s conference 
─ Methodologies Without Borders ─ would be considerably deprived of its eventual reality （reality in its usual 
sense）.

Remarques sur les présentations de M. Mehl et Prof. Beebee

Onishi Yoshitomo

International Web Meeting
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 That is why I would like to ask to Professor Beebee from a viewpoint, in a sense, opposite to that of Profes-
sor Ichinose.  If you don’t abandon completely “a kind of normative  implication” in your  interpretation of Hu-
mean philosophy as Professor Ichinose have just noticed, in this case, how far could you go to consider in some 
integral way empiricist concern for the  justification of knowledge and rationalist aspiration  for the Sapientia? 
Conversely and precisely, what, nonetheless, makes us （perhaps including you） hesitate to talk about the Hu-
mean normative and the Cartesian prescriptive in one and the same perspective?
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 The practice of wisdom examines the nature of self and all phenomena. This necessitates analytical medita-
tion which, in turn, depends upon a mind that is concentrated, stable and calm.
 Upon examining the nature of self and all phenomena, the meditator experiences that all is constantly chang-
ing and that what appears to be “so” in one moment is “not so” in the next instance. What is once a seed be-
comes a plant and then is woven into a rope. A drop of water becomes a stream, which is now a river, then is 
taken up by the sun and finally falls to earth again as rain. There is constant flow: one thing passes into anoth-
er. Likewise, the self comes and the self goes.
 You never live by yourself. You always live within a family, a society, or culture. You constantly interact with 
others. Everything and everyone is connected. Our karma, our actions give rise to causes and conditions that 
create our universes: exterior, physical, and interior
 As the Buddha explained about karma （action）:

  When this is, that is
  From the arising of this, comes the arising of that
  When this isn’t, that isn’t
  From the cessation of this, comes the cessation of that

 The meditator realizes this interdependence -- this interconnection -- by examining the composition of the 
outer universe, his own universe of the five aggregates, and the inner universe of his mind 
 He sees that the external universe is comprised of 5 elements: earth, water, fire, wind, and space. Just so, our 
individual universe, our “self” is composed of 5 aggregates. The first aggregate – our human body or form -- 
corresponds to the elements of the outer universe: Exactly like the world, we live in, our body is made up of 
earth （matter）, water （fluids）, fire （temperature）, wind （energy of the breath）, and space （that which is in be-
tween）.  In addition, our five senses symbolize the 5 elements: space is sight, water is sound, earth is smell, fire 
is taste, and air is touch.
 Likewise, the inner universe of the mind has 5 positive and 5 negative characteristics that correspond to the 
5 elements of the outer world and to the aggregate of form with its five senses. 

  ・Earth （matter and smell） is the virtue of equality and its opposite, the delusion of pride. 
  ・Water （fluids and sound） embodies mirror-like wisdom and its opposite, anger or hatred. 
  ・Fire （temperature and taste） stands for discriminating wisdom and conversely, desire or lust. 
  ・Wind （breath and touch） is attuned to all-accomplishing wisdom and the delusion of jealousy or fear. 
  ・  Space （sight and that which is  in between） stands for all encompassing wisdom and its opposite,  igno-

rance and delusion.

Wisdom and Emptiness

Arjia Rinpoche

Special lecture



230  Special lecture

 All of our universes -- the outer, the bodily, and the  inner -- mirror each other. All are  interconnected  in 
corresponding relationships.
 When the meditator is able to experience all of these connections, he is able realize the Emptiness of an Inde-
pendent Self and the Emptiness of All Phenomena. He has obtained wisdom. This wisdom necessitates compas-
sion since the meditator cannot be happy in an ocean of suffering. That is not possible.



国際哲学研究 3 号 2014  231

 Die Stämme der Indo-Āryas rückten Mitte des 2. Millenniums v. Chr. über die Bergkette des Hindukusch in 
das Gebiet des Oberlaufs des Indus vor. Dort kodifizierten sie die in den Dichterfamilien tradierten Hymnen, die 
wir heute im Rigveda vorfinden, und stellten anschließend andere Ritualtexte zusammen Sie werden als Veda 
zusammengefaßt. Der Vortrag wird versuchen, einiges über die Weltanschauung und Wertvorstellung aus dem 
Veda vorzustellen. Die Ideenwelt, die die Indo-Āryas damals besaßen, bildete die Grundlage für die Geschichte 
Indiens,  inklusive des Buddhismus, Jainismus und Hinduismus. Stromauf geht  ihre Kultur auf die gemein-in-
dogermanische Zeit zurück. Einige Elemente, die in der Ideenwelt der Āryas beobachtet werden, könnten ihre 
Wurzeln tief  in  ihrer Vorgeschichte haben, zugleich aber erstrecken sie sich bis zur heutigen “Globalisation”. 
Die vedischen Texte liefern uns wichtige Anhaltspunkte für das Verstehen der Menschengeschichte.1）

1. Die indogermanische Sprachfamilie

indogermanische Sprachfamilie
    Anatolisch （Hethitisch, Luwisch, Palaisch usw.）

    Indoarisch （Vedisch, Sanskrit, mittelindoar. Sprachen, neuindoar. Sprachen）

  Indo-Iranisch  Nūristānī

    Iranisch （Avestisch, Altpersisch, mitteiiran. Sprachen, neuiran. Sprachen）

  Tocharisch

Urindogermanisch  Armenisch

  Griechisch （Mykenisch, Äolisch, Dorisch-Nordwestgriechisch, Arkadisch-Kyprisch, Ionisch-Attisch）

  Venetisch, Illyrisch, sonstige “Trümmersprachen”

  Albanisch

  Italisch （Sabellisch, Lateinisch und romanische Sprachen: Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Retoromanisch usw.）

  Keltisch （Irisch, Britannisch, Kymrisch, Kornisch, Bretonisch usw.）

  Germanisch （Ost: Gotisch; Nord.: Isländisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch; West: Deutsch, Englisch, Niederländisch usw.）

    Baltisch （Altpreußisch, Litauisch, Lettisch）

  Baltoslavisch

    Slavisch （Russisch, Bulgarisch, Polnisch, Tschechisch usw.）

1.1. Die Geschichte indischer Literatur beginnt mit dem R̥gveda, der ca. 1200 v. Chr. kodifiziert worden zu sein 
scheint. Die Texte, die auf die vorchristliche Zeit zurückgehen, sind fast ausschließlich  in Indoarisch verfaßt. 
Das Indoarische gehört zusammen mit den  iranischen und meisten europäischen Sprachen zur  indogermani-
schen2） Sprachfamilie. Diese Sprachen stammen aus dem Urindogermanischen. Es lassen sich heute im großen 

Hintergrund der indoarischen Einwanderung in Indien 
und die Menschengeschichte

Goto Toshifumi

Towards Constructing a Philosophy of Coexistence
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und ganzen einzelne flektierte Formen  im Urindogermanischen bis zu  ihrem Akzentsitz rekonstruieren. Das 
sind Ergebnisse der vergleichenden indogermanischen Spachwissenschaft, die, auf den regelmäßigen Entspre-
chungen zwischen den Lauten （Phonemen） in den Einzelsprachen  fußend, die historischen Entwicklungen 
der jeweiligen Sprachen nach den Regeln des Lautwandels feststellt. Der oben gezeigte Stammbaum stellt ein 
Modell dar, nach dem sich einzelne  indogermanische Sprachen vom Urindogermanischen einfach gleichmäßig 
verzweigt hätten bis auf das Indoiranische oder Baltoslavische. Die Vorstellung eines solchen einfachen Modells 
ist zweckmäßig für das konkrete Verfahren der Rekonstruktion des Urindogermanischen. Es ist zwar verfüh-
rerisch, unter Anwendung statistischer Methoden oder typologischer Beobachtungen zwischen einigen Sprach-
zweigen eine engere Verwandtschaft, also eine gemeinsame Zwischenstufe, anzunehmen, so daß das Stamm-
baummodell viel komplizierter und auch spannender aussehen würde. Zwischen dem Italischen und Keltischen 
beispielsweise finden sich tatsächlich mehrere ähnliche bzw. entsprechende Bauelemente, so daß man gerne 
von einer gemeinsamen Stufe beider Sprachzweige sprechen würde. Aber das Uritalokeltische läßt sich konkret 
nicht rekonstruieren, zumal solche Elemente meistens z. B. auch im Indoiranischen in einzelnen Bestandteilen 
zu finden sind.

 Diese Situation hängt auch von den Voraussetzungen ab, die die Disziplin erst ermöglicht haben. Die Indo-
germanistik basiert auf drei Grundsätzen: （1） auf den Wortformen, die wirklich  in den Texten bezeugt sind 

（philologisch）, （2） auf dem Vergleich zwischen den verwandten Einzelsprachen （vergleichend） und （3） auf der 
historischen Erklärung der Wortformen und Sprachen mit ihren Zwischenstufen （historisch）. Die indogermani-
schen Sprachen erfüllen günstige Voraussetzungen zum Vergleich. Die griechischen Dialekte und die  indoari-
sche Sprache dürfen z. B. so betrachtet werden, daß sie keinen Kontakt hatten, bevor sie in der Geschichte auf-
tauchten. Deshalb können die Materialien der beiden Sprachzweige in reiner Weise verglichen werden. Wenn 
die beiden zuvor  irgendwelche Einflüsse oder Vermischungen erlebt hätten, wäre die Situation komplizierter, 
und ein reiner Vergleich wäre nicht leicht gewesen. Wir würden eine Gleichung mit zwei unbekannten Größen, 
ererbte und beeinflußte Elemente, lösen müssen. Zwischen den italischen und keltischen Sprachen könnte sich 
solch eine weitere unbekannte Größe verbergen. Das ist die Erklürung dafür, warum ich von einem simpel wir-
kenden Verzweigungsmodell ausgehe.

1.2. Die Geschichte der massenhaften Expansion der Indogermanisch Sprechenden sowie ihre Weltanschauung 
und Wertschätzung sollten genauer verifiziert werden, um die Menschengeschichte zu verstehen. Der Sprach-
raum von Englisch und anderen germanischen Sprachen, Schwestersprachen des Lateins,  oder  slavischen 
Sprachen nimmt heute weite Teile der Erde ein. Sie dürften jedoch letzten Endes von dem kleinen Raum im 
Nordwesten des Schwarzen Meers ausgegangen sein. Gemeint  ist die von Marija Gimbutas “Kurgan culture” 
genannte, archäologisch festzustellende nomadische Kultur im 5. Jahrtausend v. Chr., die stark vom Patriarchat 
und Pferdereiten geprägt ist. Die Expansion der Indogermanen hat mit wichtigen Fragen in der Menschenge-
schichte, die sich zu einer Weltgeschichte entwickelte, etwas zu tun. Im 2. Jahrtausend v. Chr. tauchen Texte an 
verschiedenen Orten auf, denen zufolge u. a. Wanderungen verschiedener Völkerschaften festgestellt werden. 
1）   Die Hethiter herrschten über die einheimischen Bergbewohner, die mit Herstellung von Eisen und Stahl ver-

taut waren, und erweiterten ihr Reich von Anatolien aus um ganz Mesopotamien （Blütezeit im 17.‒13. Jh. v. 
Chr.）.

2）   Griechische Völkerschaften stießen in das Ägäische Meer vor; mykenische Dokumente gehen auf das 14. Jh. v. 
Chr. zurück.

3） Iranische Stämme waren in weiten Teilen Eurasiens im 2. und 1. Jt. v. Chr. aktiv.
4）   Die Āryas rückten in das Gebiet des Oberlaufs des Indus vermutlich um 15. Jh. v. Chr. vor. Ein Teil der in-
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doarischen Stämme errichteten in der Mitte des 2. Jt. v. Chr. das Mitannireich in Mesopotamien.

 Es folgten weiterhin:
5）   Die Seevölker griffen zwischen dem 13. und 11. Jh. v. Chr. die Mittelmeerküste von Kleinasien bis Ägypten 

an. Zuvor gab es wiederholt Kriege um die Hegemonie über den östlichen Mittelmeerraum zwischen anderen 
Völkerschaften und ihren Bündnissen. Es ereigneten sich auch mehrmals Vulkanausbrüche und Erdbeben im 
Mittelmeer. Solche Ereignisse bildeten die Szenerien auch für die homerischen Epen.

6）   Die Römer gründeten ihr großes Reich und vertrieben die Kelten, die in großen Teilen Europas siedelten. 
Dies wurde von einer kleinen Zahl von jungen Kriegern aus der Siedlung Latium vollbracht.

7）   Ostgermanische Stämme wie Goten und Burgunden wanderten quer durch Europa. Später gründeten die 
Franken das Fränkische Reich （5.‒9.  Jh. n. Chr.）.  Im 5.  Jh. zogen Angeln, Sachsen und Juten von Nord-
deutschland nach Großbritannien; sie herrschten über die Kelten, die von den Römern dorthin vertrieben 
worden waren, und andere Einheimische. Es folgten Expeditionen der Normannen, die Entdeckung der neu-
en Welt sowie die Pilgrim Fathers auf der Mayflower （1620） und danach.

8） Verzweigung und Verbreitung der Slaven werden ab dem 10. Jh. offenbar.

 Die Entstehung des Begriffs “Weltgeschichte” hat vieles der patriarchalen und eher aggressiv zu bezeichnen-
den Aktivität und Ideologie der Indogermanen zu verdanken. Das Patriarchat war eine Einrichtung, die für die 
Ausdehnung durch den Sieg in den Sippenkonflikten effektiv wirkte. Gimbutas berichtet, daß Gräber gefunden 
wurden, in denen die Bräuche der “Satī” festgestellt wurden. satī ‘die gute’ bedeutet im mittelalterlichen Hin-
duismus die treue Frau, die ihrem Mann in den Tod folgte und mit ihm bestattet wurde. Vgl. Anm.36.

2.   Gemein-indoiranische Zeit und Bactria-Margiana Archaeological Complex （BMAC）; 
ārya- und arya-

 
2.1. Der Fluß Indus wird seit dem Rigveda Síndhu- （Pl. Síndhavaḥ） genannt. Seine iranische Form ist Hindu 
nach dem allgemeinen Lautgesetz, indisches s entspricht h im Iranischen. Jungavestisch Həṇdu-, Hapta Həṇdu 
ʻsieben Hindusʼ bedeutet indisches Gebiet und altpersisch Hindu- Indien unter der achämenidischen Herrschaft. 
Indos, Indus sind die griechischen Formen, die aus iranisch Hindu durch Schwund des anlautenden h zustande 
gekommen zu sein scheinen, wodurch das kleinasiatische Ionisch charakterisiert wird. Es gibt im Chinesischen 
drei Reihen der Wiedergabe, denen die indische, iranische bzw. griechische Form zugrunde liegt.
 Der Iran  ist genauer Īrān. Dies stammt aus der Form des Genitivs Plural  in der Bedeutung ‘［Land］ der 
arya-s’. Die Völkerschaften, die  in Indien einwanderten, bezeichneten sich selbst  ā́rya-. arya- und ā́rya- sind 
abgeleitet aus dem Grundwort arí-. Dieses Nomen wird zwar gewöhnlich als ʻFeindʼ oder ʻHerrʼ übersetzt, aber 
eigentlich scheint es  ʻein zu einer （feindlichen oder zur eigenen） Sippe Gehörender,  feindlicher oder eigener 
Stammesgenosseʼ bedeutet zu haben. Das Wort aryá-, das Īrān zugrunde  liegt,3）  ist auch  im Indoarischen be-
zeugt, wohl  in der Bedeutung  ʻqualifiziert als vollwertiger Sippengenosse, Echtbürtigerʼ. Für  ā́rya-,4） welches 
keine Entsprechung im Iranischen hat, wird die Bedeutung ʻden Bräuchen der Sippe folgend, āryaschen Lebens-
wandel habendʼ angenommen.5）

 Die Āryas dürften von der Gegend des heutigen Afghanistan den Fluß Kābul （Kúbhā- im Rigveda） entlang 
nach Osten gewandert und über den Hindukusch ins obere bzw. mittlere Flußgebiet des Indus vorgerückt sein. 
Sie betraten anscheinend ab ca. 1500 v. Chr. je Einheit von Sippen bzw. Stämmen indischen Boden, indem sie 
als Nomaden Rinder, Pferde, Ziegen und Schafe züchteten. Sie hatten vor der Einwanderung  ihren Wohnsitz 
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wohl  in der Gegend des Dreiecks von Margiana （Marguš, heute Gegend von Merv）, Areia （Haraiwa, heute 
Gegend von Hērāt） und Baktria （Baxtriš, heute Balh）, ferner im Süden bis Arachosia （Harauvatiš, Gegend von 
heutigem Kandahar） und im Norden bis zwischen Oxus （Āmū Daryā） und Aralsee （Chorasmia）. Sie scheinen 
gezwungen gewesen zu sein, wegen  irgendwelcher Bedrängnisse  in die östlichen Berggebiete auszuweichen. 
Ihr Heimatgebiet überschneidet sich mit der Region, in der Zaraθuštra （Zoroaster） seine neue Religion aufbau-
te. Die verbliebenen iranischen Stämme dürften vor den Bedrängnissen nicht zurückgeschreckt sein, sondern 
sie durch Erneuerung der Religion und Gesellschaft überwunden haben. Die iranischen Völker bewegten sich 
seit alters her über weite Räume Eurasiens. Ein offensichtlich indoarischer Stamm tauchte im 16. Jh. v. Chr. in 
Nordmesopotamien auf, dessen Angehörige das Reich des Mitanni gründeten, welches im 14. Jh. von den Hethi-
tern annektiert wurde. Wenn wir von der gemein-indoiranischen Periode sprechen, bezieht sich auf ihre Aktivi-
tät in der Gegend des heutigen Afghanistan im 3. Jt. v. Chr., auch wenn sie in noch breiteren Räumen verbreitet 
gewesen sein könnten. 

 Unter den Flußnamen sind mehrere Gemeinsamkeiten zwischen Indien und dem Iran zu finden. Sárasvatī- 
（heute Gagghar-Hakrā） entspricht altpersisch Harauvatiš, dem iranischen Namen für Arachosia; im Jungaves-
tischen kommt Haraxvaitī- vor, die eine lokale Dialektform darstellt. Der Name geht offensichtlich auf das Ap-
pellativum in der Bedeutung  ʻmit Seen, Teichen versehenʼ zurück. Saráyu- ist mit Haraiva-, der altpersischen 
Bezeichnung von Areia  fast  identisch; diese scheint aus dem Namen eines Flusses, der  in den Hamūn-See 
mündet, zu stammen. Altindoarisch Saráyu-,  jungavestisch Harōiiūm （Akkusativ Singular） und das Adjektiv 
hārōiiu- ʻaus H. stammendʼ deuten auf urindoiranisch *sarai̯u- hin. Suvā́stu- ist mit jungavestisch Xvāstrā- （heute 
Xāš-Rūd） < *suu̯āstrā- zu vergleichen; beides bedeutet nämlich  ʻmit guten Wohnfeldern versehener ［Fluß］̓. 
Suvā́stu- ist heute der Fluß Swāt, der, aus Norden kommend, in den Kābul auf westlicher Seite mündet, kurz 

Indoiranische Flußnamen u.a.
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bevor dieser in der Gegend von Attock sich mit dem Indus vereint. Die Quellen von Xāš-Rūd, Haraiva- und 
Kābul sind nahe nebeneinander. Wenn man von dort die Bergschlucht entlang nach Osten zieht, gelangt man 
über Pässe erst in ca. 3000 m zum Oberlauf des Indus. Die Flüsse Xāš-Rūd, Haraiva-, Sarasvatī- und Harī-Rūd 
versickern im Binnenland im Boden.

 Die Existenz einer seßhaften Kultur in der Gegend von Afghanistan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikis-
tan und Kasachstan kommt immer stärker zum Vorschein. Mehrere Städte mit großzügig angelegten Festun-
gen aus der Zeit seit Anfang des 3. Jt. v. Chr. wurden entdeckt und freigelegt, vor allem durch die Arbeit des 
sowjetischen Archäologen Viktor Sarianidi （23. 9. 1929 Taschkent ‒ 23. 13. 2013 Moskau, griechische Abstam-
mung, usbekistanische Nationalität）. Diese Kultur wird von den Archäologen “Bactria-Margiana Archaeological 
Complex” genannt, abgekürzt “BMAC”. Die Stämme der gemein-indoiranischen Zeit dürften Ende des 3. Jt. v. 
Chr.  in dieses Kulturgebiet vorgedrungen sein. Sie nahmen vermutlich von der entwickelten Kultur wichtige 
Elemente auf, oder genauer gesagt, lebten unter den Umständen, die sie zwangen, diese aufzunehmen. Ausgra-
bungen an verschiedenen Stätten in Eurasien bezeugen, daß Städte des BMAC und der Induskultur mit west-
lichen Zentren gegenseitig Handel trieben. Es gab offensichtlich im 3. Jt. v. Chr. Netzwerke zwischen den über 
Eurasien verbreiteten Stadtkulturen mit Mesopotamien in der Mitte.
 Die Anwendung des sóma- （iranisch haoma-）, der sich als Ephedra  identifizieren  läßt, wurde vermutlich 
aus dem BMAC eingeführt.  In der urindogermanischen Zeit hatte der Met （Honigwein） die Funktion eines 
Stimulans übernommen, das der Soma˗Haoma später  in gemein-indoiranischer Zeit ausübte. Wenn das Wort 
mádhu-  ʻHonig, Met; süßʼ  im Rigveda vorkommt,  ist meistens der Soma gemeint. Mit dem ehemaligen  ʻMetʼ 
wird der neu eingeführte weitaus wirkungsvollere Soma ausgedrückt.6） Auch der Gottesname Índra- stammt 
wahrscheinlich aus dem BMAC.7）

2.2. Devas und Asuras
 Im Hintergrund der Götterwelt, die im Rigveda widergespiegelt sind, lassen sich zwei Göttergruppen erschlie-
ßen. ʻGottʼ wird im allgemeinen mit devá- < urindogermanisch *dei̯u̯ó- ausgedrückt. Das Wort wurde abgeleitet 
von *diéu̯-/diu̯-  ʻHimmel （die leuchtende Decke am heiteren Tag）̓, altindoarisch dyáu-/div-/dyu- （Nominativ 
dyáu-s, Genitiv div-ás）, griechisch Ζεύς （Zeús, alte Aussprache ［zdéus］）,  lateinisch diūs  in Komposita.  *dei̯u̯ó- 
ist sog. Vr̥ddhi-Ableitung aus dem schwachen Stamm *diu̯- mit Einfügung von  *e  in die erstmögliche Stelle 
und dem Suffix *-ó-: *d-e-iu̯-ó- in der Bedeutung ʻim Himmel befindlich, himmlischʼ; im Rigveda lebt noch der 
adjektivische Gebrauch. Das Wort  ist  in  lateinisch dīuos, dīuus, deus, altlateinisch deiuos, und  in den Wörtern 
für ʻGottʼ in vielen indogermanischen Sprachen bezeugt.8） Die Devas beerben also die Götter, die in der urindo-
germanischen Zeit als “himmlische Stämme” aufgefaßt wurden. Sie umfassen vergöttlichte Wesenheiten und 
Erscheinungen der Natur wie Aspekte von Sonne, Regen, Wind, Sturm und Erde sowie Helden- und Funktions-
götter. Der Feuergott Agni, der bereits genannte Soma und der Held Indra zählen dazu. Die Basis der Religion 
liegt in der Feuerverehrung aufgrund der Identifikation von Feuer und Sonne. Das Wasser wird mit dem Femi-
ninum Plural ā́p-as ausgedrückt. Sie sind die Frauen, die lebend ewig zirkulieren. Die Heldentaten der beiden 
heilenden Götter Aśvins （bzw. Nāsatyas） haben ihre Wurzeln in den Mythen vom Abendstern Nā́satya- ʻfür die 
glückliche Heimkehr zuständigerʼ und Morgenstern Aśvín-  ʻPferdemeisterʼ, die bereits  in urindogermanischer 
Zeit gepaart waren.9） Die Vorstellung dyáus pitā́  ʻVater Himmelʼ geht auf die gemeinsame Herkunft zurück, 
die in griechisch Ζεύς πατήρ ［Zeús patḗr］ wiederkehrt und lateinisch Iuppiter zugrunde liegt. Der Ausdruck für 

“Mutter Erde” ist im Urindogermanischen zwar nicht wörtlich zu rekonstruieren, aber der Begriff dürfte mit 
dem ‘Vater Himmel’ ein Paar gebildet haben. Im Rigveda kommen Himmel und Erde oft im elliptischen Dual 
vor:  ʻbeide Erdeʼ oder  ʻbeide Himmelʼ, wie  ʻbeide Mutterʼ,  ʻbeide Vaterʼ  im Sinne von  ʻdie Elternʼ. Der Himmel 
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wird häufig als Bulle, die Erde als Kuh aufgefaßt. Die  junge Dame der Morgenröte Uṣás-  ist mit griechisch 
*áu̯hōs （lesbisch αὔως ［áuōs］, attisch ἕως ［héōs］）,  lateinisch aurora gleicher Herkunft. Die Götter  im Himmel 
spielen nachrigvedisch keine wichtige Rolle mehr. Indra war der beliebteste, ihm wurden zahlreiche Heldenta-
ten zugeschrieben.  

 Auch die Ādityá-s  ʻSöhne der Aditiʼ  sind zwar Götter, aber sie waren anscheinend eigentlich die Asuras. 
ásura-,  iranisch ahura- bedeutet eigentlich  ʻHerr, Oberhauptʼ, und scheint ursprünglich Epitheton des Varuṇa 
gewesen zu sein, der das vergöttliche Königsrecht darstellt und den ersten Platz unter den Ādityas einnimmt. 
Bei diesen Göttergruppen handelt es sich um die Vergöttlichungen der Gesellschaftprinzipien durchaus der 
gemein-indoiranischen Zeit. Dazu zählen sechs Götter: Váruṇa- （Königsrecht, Königstum）, Mítra- （Vertrag）, 
Aryamáṇ- （Sitte des Stammes）, Bhága- （Verteilung）, Áṁśa- （［eigener］ Anteil）, Dákṣa- （Fähigkeit, Kompe-
tenz）, und dennoch gilt Dakṣa als der 7. und letzte Sohn. Die 6. Stelle nimmt ein anderer Gott wohl je nach Be-
darf ein. Sowohl im Iran als auch in der vedischen Prosaliteratur （brā́hmaṇa-） in Indien wird ein Mythos über 
den 8. Sohn der Mutter Áditi- ʻdie Ungebundenheitʼ überliefert. Er war in seiner Mutter Bauch gleich groß in 
Breite und Höhe. Seine bereits geborenen älteren Brüder fürchteten ihn und verursachten eine Fehlgeburt. Von 
der abgetriebenen Masse wurde der lebende Teil herausgeschnitten. Der gerettete wurde Mārtāṇḍá- ʻAbkömm-
ling des toten Eis” （im Iran: Jungavestisch Gaiia- Marətan-, Pahlevi Gayōmart  ʻDas Leben des Sterblichenʼ）, 
der Urahne der Menschen auf Erden. （Der Mensch erlangt die uranfängliche Gestalt erst  in der Vereinigung 
mit dem Tod. Damit kann er in den Himmel zurückkehren.）10） Der Grund, warum die gesellschaftlichen Prin-
zipien in der Gestalt der Götter vorkommen, ist wohl, daß die Priester-Gelehrten die sprachlichen Tätigkeiten 
und das Schrifttum monopolistisch verwalteten. Sie verfaßten Hymnen, konstruierten und begründeten Opfer 
und Rituale,  indem sie Allwissenheit, die damals für das Verstehen der Welt möglich und notwendig war wie 
Jura, Astronomie, Medizin, Biologie, Geographie, voll ausnutzten. Nur solche Mythen und Überlieferungen blie-
ben erhalten, die die Sprachkultur der Priesterschaft durchlaufen haben. Diejenigen, die die Hymnen “sahen”, 
hießen ŕ̥ṣi- （ursprünglich ʻRasenderʼ）, kávi- ʻSeherʼ, vípra- ʻGeisteserregterʼ o.ä.

 Inder bevorzugten die herkömmlichen Devas und  fürchteten die neu eingeführten strengen Götter des 
Sozialsystems. Asuras kommen  in den Texten nach der rigvedischen Zeit, d. h. “brā́hmaṇa-” in den Yajur-
veda-Saṁhitās （ca. 800 v.Chr.‒）, Brāhmaṇas （ca. 650 v.Chr.‒）, als soviel wie  ʻUngötter, Dämonenʼ vor, die die 
fremden Stämme schützten. Diese Situation wurde in die buddhistischen Texte übernommen.11） Die einzelnen 
Gottheiten wie Varuṇa, Mitra usw. werden natürlich als Götter verehrt.
 Im Iran wurden hingegen die Daēvas （daēuua-）, die den indischen Devas entsprechen, zurückgeschlagen; sie 
sind nunmehr die feindlichen und bösen Dämonen. Ahura, die iranische Form für Asura, wurde in den höchsten 
Gott Ahura- Mazdā-  ʻdie Weisheit （bzw. Vernunft）, der Herrʼ umgestaltet. Man vermutet mit guten Gründen, 
daß der Gāθā genannte Teil im Avesta Worte von Zaraθuštra selbst enthält. Dort wird die höchste Gottheit mit 
Mazdā̊ （< *Mazdā-h, *Mazdā- künstlich maskuliniert aus femininem Abstrakt *mazdā- ʻWeisheitʼ） angesprochen 
und mit Ahurō < *Ahura-h  ʻ（nämlich） der Herrʼ zusätzlich verdeutlicht.12） Die Tendenz, nach dem einzigen 
Gott zu suchen, ist an mehreren Stellen im Rigveda bezeugt, aber es erfolgte keine Durchsetzung. Der Monothe-
ismus ist effektiv als Ideologie zur Überwindung der Konflikte zwischen den Stämmen und bindet patriarchale 
Gesellschaften zusammen. Im 2. Jt. v. Chr. sind Bestrebungen nach dem Monotheismus vielerorts in ganz Eu-
rasien zu finden. Die von Zaraθuštra begründete Mazdā-Verehrung dürfte als der einzige Versuch angesehen 
werden, der sich zum Erfolg durchsetzte. Die kosmische Regel, die Wahrheit, wird  im Rigveda  r̥tá- genannt. 
Das Wort ist eigentlich ein Verbaladjektiv und bedeutet ʻgefügtʼ. Der Rigveda ist die Sammlung der Wörter, mit 
denen die R̥ṣis von den Götter die Realisierung fordern; die Wörter entsprechen dem R̥ta, sie sind deshalb sa-
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tyá- ʻewig existent, wahrhaft, sich unbedingt realisieren lassendʼ. Das höchste Prinzip im Zoroastrismus ist ašạ- 
<*árta- ʻWahrheitʼ, eine Ableitung aus r̥tá-. Das Aš ̣a befindet sich oberhalb des Ahura Mazdā, genauso wie das 
R̥ta über Varuṇa. In diesem Sinne läßt sich eine theologische Auffassung vertreten, daß der Mazdayasnismus 
noch kein Monotheismus im strengen Sinne war. 

 Hinter den genannten Asura-Ahuras  läßt sich die Übernahme eines Sozialsystems aus einem kulturell ent- 
wickelteren Gebiet, konkret wohl dem BMAC erschließen. Ādityá- bedeutet, wie oben erwähnt,  ʻSohn der 
Aditiʼ. Die Mutter Áditi-  ist die Göttin der Freiheit, die  ʻUngebundenheitʼ. Die große Göttin  in der Religion 
Zaraθuštras  ist Anāhitā, die wörtlich als Verbaladjektiv  ʻnicht angebundenʼ erklärt wird.13） Es  liegt also nahe 
anzunehmen, daß es sich um Lehnübersetzungen aus dem Namen einer zugrunde  liegenden Göttin auf  indi-
scher und iranischer Seite. Diese Situation weist auf die Statuen der Göttin hin, die an verschiedenen Orten des 
BMAC ausgegraben sind. Sie scheinen Schafwoll- oder Federkleidung zu tragen. In den vedischen Mythen um 
Aditi und ihre Söhne gibt es Spuren des Matriarchats, die nicht zum streng patriarchalen System der indoger-
manischen Völker passen. Es  ist sehr wohl möglich, hinter dem Mythos von König Purūravas und der Him-
melsfee Urvaśī14） oder von der Freilassung （d. i. Raub） der Kühe der Paṇis Erinnerungen an die BMAC-Zeit zu 
schließen. Urváśī- bedeutet etymologisch  ʻSchafsweibchenʼ; die reichen Fremden Paṇis schützten  ihre Rinder 
in der Felsenfestung （Valá-, vgl. jungavestisch vara-） auf der Aue. Von den Devas, die die Abkömmlinge von 
Manu bzw. Manuṣ schützen, wird im Veda häufig berichtet, daß sie endlich die überlegenen Asuras durch List 
besiegt haben, z. B. durch kluge Ausnutzung des Vertrags.15） Dahinter könnten z. T. die Konflikte der Āryas 
mit den Bewohnern des BMAC stecken. Die Geschichte des Somaraubs, in der der Adler den Soma, den Pfeilen 
des Schützen Kr̥ṣānu ausweichend, von der Palisade im Himmel auf die Erde bringt, könnte in gleicher Weise 
interpretiert werden. Die wesentlichen Elemente der Rituale im Veda und in der Religion Zaraθuštras wie Ver-
ehrung des Feuers, Identifizierung des Feuers und der Sonne, Opferstreu und die Kraft der Wörter sind Erben 
aus indoiranischer Zeit, z. T. indogermanischer Herkunft. Die Elemente aus dem BMAC in den vedischen Tex-
ten zu verifizieren, bleibt eine vorrangige Aufgabe. Da uns der BMAC allerdings keine Dokumente hinterließ, 
hängt alles von Indizienbeweisen und persönlichem Urteil ab.

3. Die Einwanderung der indoarischen Stämme in den indischen Subkontinent

 Die Einwanderung der Āryas  ins  indische Gebiet dürften bedrohliche Ereignisse  in  indoiranischer Zeit be-
dingt haben. Die Stämme der Āryas, anders als die Iraner, verließen ihre Heimat und zogen nach Osten. （Oder: 
nur solche sind uns geschichtlich bekannt geblieben.） Als Zeitpunkt  ihrer Ankunft  im Indus-Gebiet hat man 
ca. 1500 v. Chr. vermutet, allerdings ohne wirkliche Beweismittel  in der Hand zu haben. Eine ungezwungene 
Erklärung wäre: Sie mußten enge Bergschluchten entlang nach Osten ziehen, um gewisse Bedrängnisse zu 
vermeiden, und erreichten letzten Endes das Indus-Gebiet bei Attock. Eine schwierige Situation, die sich vom 
Mittelmeer bis Afghanistan und Zentralasien erstreckte, hat anscheinend die  im 3. Jt. v. Chr.  in Eurasien flo-
rierenden kulturellen Netzwerke zwischen den Städten zerrissen. Das Handelswesen verfiel im Laufe des 2. Jt. 
und die Städte der Indus-Zivilisation verloren ihre Bedeutung. Es traten wiederholt große Erdbeben im 16. Jh. 
im Mittelmeerraum auf; Thira （heute Insel Santorini） wurde in der Mitte des 15. Jh. zerstört. Im 13. Jh. griffen 
brutale Seevölker das Küstengebiet des Mittelmeers und Ägypten an. Sie vernichteten das Reich der Hethiter, 
und als Folge dessen verloren die Hethiter das Monopol von Eisen und Stahl, die von einheimischen Bergleuten 
in Anatolien hergestellt wurden. Die Indogermanen hinterließen Spuren  ihrer aggressiven Wanderungen und 
Expansion wiederholt in der Geschichte. Aus der Aggressivität der Art ist zu schließen, daß viele Indogerma-
nen an den Seevölkern beteiligt gewesen sein dürften. Die Unruhen im Westen Eurasiens, die auf Bevölkerungs-
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zunahme, vermutlich vor allem der Indogermanen, und Naturereignisse  im Hintergrund zurückzuführen sind, 
führten einerseits zur Auflösung der Städte der Indus-Zivilisation und verursachten andererseits schließlich die 
Wanderung der Āryas nach Osten: das würde das bequemste Szenario sein. Die Āryas suchten Weideland für 
ihre Haustiere und fanden eine neue Welt im Osten. Es war wohl eine Überlebensfrage für sie.

4. Der Rigveda und die Āryas; Aufbau der Rituale

 Die Āryas, die  in den  indischen Subkontinent gelangten, kodifizierten zunächst den Rigveda （R̥gveda, d. h. 
den Veda der Hymne, ŕ̥c-）. Das dürfte ca. 1200 v. Chr. geschehen sein. Die in den Dichterfamilien überlieferten 
1017 Hymnen in mehr als 10000 Strophen sind nach einem festen Redaktionsprinzip gestaltet und bis heute so 
überliefert. Darin wird gezeigt, daß die Stämme der Āryas eine Einheit bildeten und miteinander in Beziehun-
gen standen. Sie sammelten die Hymnen und legten sie fest als Instrumente zum Erhalt des Kosmos und zum 
Gedeihen der Sippen. Auf der Basis der Sprüche strukturierten sie die Rituale eins nach dem anderen. Es war 
für die Āryas charakteristisch, daß sie der Sprache eine große Bedeutung beimaßen, was mit dem Druck der 

“Sanskritisierung” in den folgenden Zeiten etwas zu tun haben dürfte. Die fremden bzw. einheimischen waren 
die Leute “mit nachlässiger Sprache” （mr̥dhrá-vāc-）, “ohne richtigen Mund （d.i. die Sprache）” （an-ā́s-）. Die 
wirklich ausgesprochenen Formen sind dabei entscheidend; die Standardsprache des Pāṇini （um 380 v. Chr.） 
ist begründet auf dem fortlaufend Ausgeprochenen ohne Trennung in die einzelnen Wörter. Die Strophen, die 
die Dichter aufgrund der Wahrnehmung der kosmischen Regel, des R̥ta, erschauten, hat die Realisierungskräfte 
inne, die das wahre （satyá-） Wort hat. Die ursprüngliche Bedeutung des bráhmaṇ- ist das sobeschaffene Wort. 
Das Wort bráhmaṇ- nimmt später in der indischen Philosophie die Stelle des Grundprinzips vom Kosmos ein. 
Der Begriff der kosmischen Regel, der Wahrheit, des Gesetzes ist, wie bereits erwähnt, das r̥tá-  ʻgefügt, Fugʼ. 
Nach dem Rigveda bekommt dhármaṇ- （Neutrum, später dhárma-  im Maskulinum）  ʻPflicht, Gesetz, Eigen-
schaft, Benehmen o. ä.ʼ oder satyá- im Sinne von ʻwirklich; Wirklichkeit, Wahrheitʼ mehr Gewicht.
 Im Rigveda werden vor allem Verbalformen ohne Kennzeichnung der Zeit （wie Vergangenheit, Gegenwart 
usw.） oder der Einstellung des Sprechenden （Modus: Wunsch, Wille, Befehl, Vermutung usw.） verwendet. Der 
Rigveda ist also keine Erzählung wie das homerische Epos, in der ein Geschehen “berichtet” wird, sondern eine 
übergeschichtliche Literatur, die in ihrem Kern die kosmische Ordnung, Wahrheit oder gemeinsame Erlebnisse 

“erwähnt”.

 Dem Prototyp einzelner Hymnen liegt das Leben in der Bergzone und Steppe in indoiranischer Zeit zugrun-
de. Die vorhandene Rigvedasammlung erlebte zweifelsohne  im Indus-Gebiet die  letzte Redaktion. Sie besteht 
aus “Epigonen-” und Originaldichtungen damaliger Dichter. Das nomadische Leben mit Rindern, Pferden, Zie-
gen und Schafen steht im Zentrum; Raubzüge werden häufig erwähnt. Sie waren überzeugt, von den Kühen zu 
leben, unabhängig davon, wieweit es der Realität entsprach. In der Siedlungszeit bauten sie Gerste （yáva-, aus 
dem urindogermanischen Wortschatz） an. Der Weizen ist erst in der Paippalāda-Saṁhitā des Atharvaveda und 
Yajurveda-Saṁhitā bezeugt, also ca. ab 900 v. Chr. Dafür wird das Wort godhū́ma- gebraucht, im Iranischen z.B. 
jungavestisch gaṇtuma-. Da godhū́ma- sich als ʻRauch der Küheʼ analysieren läßt, handelt es sich offensichtlich 
um eine Umschreibung eines späteren Lehnwortes. Die Siedlungsperiode （kṣéma-） erinnert an späteres varṣa- 

（pāli vassa-）. Das Wort bedeutet  ʻRegen, Regenzeitʼ.  Im Buddhismus gilt, daß die Mönche  in einem Bezirk 
für zwei bzw. drei Monate, unterstützt von den Laien, zusammenleben und -lernen. In den übrigen Monaten 
wandern sie als Bettelnde umher （pari-vraj）. Das Verb vraj beschreibt bemerkenswerterweise die Bewegung 
durch Wildnis （áraṇya-, wörtlich ʻzum Fremden Gehörigesʼ）, die niemandem gehört. Es gibt im buddhistischen 
Leben solche Elemente, in denen man den ehemaligen Lebenswandel der Āryas nacherlebt.
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 Der véda- ist die Gesamtbezeichnung der heiligen Schrift des Brahmanismus und scheint von der Bedeutung 
ʻdas Wissen （etwas zu verwirklichen）̓ zu stammen. Die urindogermanische Verbalwurzel  ist *u̯ei̯d/u̯id  ʻwahr-
nehmen, zur Kenntnis nehmen, wissenʼ, bezeugt in deutsch wissen, griechisch idéā （<*u̯idéā） ʻAussehen, Urbildʼ, 
lateinisch video usw. Die einzelne Strophe heißt ŕ̥c-, und ihre Sammlung ist der Rigveda, genauer r̥g-véda- < 
ŕ̥c- + véda- （belegt seit dem Brāhmaṇa）. Die Vedas wurden mündlich tradiert, was es der Priesterschaft （den 
Brahmanen） ermöglichte, alles Schrifttum für sich zu behalten. Den Rigveda bewahrte die Familie des hótar-/
hótr̥-. Das Wort bedeutet  ʻderjenige, der （die Darbringung ins Feuer） gießt, Libation durchführtʼ und ist mit 
avestisch Zaotar- ʻPriesterʼ herkunftsgleich; Zaraθuštra nannte sich Zaotar. Nach der Kodifizierung des Rigveda 
fingen die Priester der arischen Stämme an, der Reihe nach die großrahmigen Opfer （Rituale） zu konstruieren, 
indem sie die Aufgaben auf verschiedenartige Priester verteilten. Dieser Vorgang wurde wohl von den Adh-
varyu-Priestern geleitet, die konkrete Ritualhandlungen ausführten; Adhvaryú- bedeutet ʻdem Gang folgenderʼ. 
Der Aufbau und die Systematisierung der Opfer begannen mit der Sammlung und Festlegung der Sprüche 

（mántra-s）. Die Adhvaryus stellten anschließend die  theologischen Diskussionen  ins brā́hmaṇa-  in Prosa zu-
sammen, welches die Wirkung der Mantras gewährleistet und die Opferhandlungen begründet. Aus diesen 
Prosatexten wird die damalige Lebenslage deutlicher als aus dem Rigveda. Trotzdem wird alles nur in einem 
begrenzten Rahmen erzählt;  für die Erhellung des wirklichen Lebens sind auch spätere buddhistische Texte, 
vor allem Jātakas, mit zu berücksichtigen, zumal das altindische Leben bis zur späteren Zeit sehr konservativ 
geblieben zu sein scheint. Es gibt hier noch viele Aufgaben.
 Die vedischen Priester starteten in einem größeren Rahmen die Systematisierung der Opfer zur Erhaltung 
der kosmischen Zirkulation oder zum Gedeihen der Stämme oder Sippen  im ganzen und schoben die Rituale 
des Hauses, des Individuums oder der Bestattung usw. bis in eine spätere Periode auf. Diese Tatsache ist zu be-
achten, um ihre Ideenwelt zu verstehen. Die Richtung bzw. Reihenfolge ist nämlich dem allgemein in Ostasien 
wie auch im Konfuzianismus üblichen Prinzip gerade entgegengesetzt （dort von der Nähe zum Größeren und 
Höheren）.

5. Ostwanderung der Āryas

5.1. Es gibt nur begrenzte geographische Informationen  im Rigveda. Es  läßt sich trotzdem erschließen, daß 
das Vorrücken in die Gegend der Sarasvatī entscheidend war für den Bestand und die Weiterentwicklung der 
Āryas. So gilt eben Sarasvatī als Stützpunkt und Heimat der Āryas in Indien.
 Rigveda VII 18  ist als Zehnkönigsschlacht bekannt. Der König Sudās des Tŕ̥tsu-Stammes besiegte mit Va-
siṣṭha als Hauptpriester die Heere der verbündeten Zehnkönige in der Schlacht um den Nebenfluß des Indus 
Páruṣuṇī- （heute Rāvī）. Auf der verbündeten Seite kommen neben arisch klingenden Namen auch fremd wir-
kende vor. Sudās führte an einer anderen Stelle （III 33） die Bharatas über einen noch weiter östlich befindli-
chen Nebenfluß Śutudrī́- （heute Satluj, Sutlej） und Vípāś- （heute Byās, Beas）, nachdem er diese Gegend fest in 
die Hand genommen hatte. Zu dieser Zeit war der Hauptpriester Viśvāmitra, der Rivale des Vasiṣṭha. 

 In IV 30, 8‒11 wird angedeutet, daß das von Vāmadeva geführte （oder unterstützte） Heer am Fluß Vipāś ei-
nen einheimischen Stamm überwältigte, der von einer Häuptlingin geleitet wurde: 

    Diese Heldentat hast du gewiß auch, du Indra, getan, die Mannestat, daß du die schlimm jähzornige Frau 
schlägst, die Tochter des Himmels. Auch wenn ［sie］ ja des Himmels Tochter ［ist］, zerschmetterst du, der 
Große, die sich groß tuende Uṣas, du Indra. Fort läuft Uṣas vom Karren, der ja zerschmettert ist, in Furcht 
geraten, daß sie der Stier niederstoße. Hier liegt ihr Karren ganz zerschmettert an der Vipāś. Weggelaufen 
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ist sie dorthin, in die äußersten Fernen.

 Die Āryas werden nie von einer weiblichen Person angeführt. Es handelt sich offensichtlich um einen Konflikt 
mit einer einheimischen matriarchalen Sippe. Die Häuptlingin nannte sich Tochter Himmels, und der Dichter 
spottete, sie solle dann die Uṣas sein. Das Mädchen der Morgenröte Uṣás-  ist etymologisch mit Heōs, Aurōra 
usw.  identisch; sie werden überall mit dem Epitheton “Tochter des Himmels” angerufen. Arische Herrscher 
und Priester fuhren prinzipiell auf einem Streitwagen. Frauen und Kinder benutzten meist einen Karren in den 
indogermanischen Gesellschaften.
 Diese  im Rigveda dokumentierte Territorialstreitigkeit  ist mit einer  in zwei Prosa-Texten （ca. 800 v. Chr.） 
erzählten Geschichte vom Wettstreit mit dem Kampfwagen zwischen Vāmadeva und Kusitāyī bzw. Kusidāyī zu 
vergleichen, sie könnten sogar allesamt auf ein historisches Ereignis zurückzuführen sein:

    Dieses aus fünfzehn ［Strophen］ bestehende Beschädigungskräfte zerschlagende ［Sūkta, Lied］ des Vāmade-
va kommt als zum Entflammen dienende ［Strophen］ vor. Vāmadeva und Kusidāyī fuhren ja um ihr Selbst 

（d. h. um das Leben） ein Wettrennen. Da zerquetschte Kusidāyī das Geländer des vorangehenden Vāma-
deva, der ［sie］ überholet hat. Sie wendete sich zum zweiten Mal herum und heran, ［in der Absicht:］ “Die 
Deichsel oder die Achse werde ich spalten”. Da trug Vāmadeva das Feuer in der Feuerschale. Darauf blick-
te er herab. Da sah er dieses Sūkta: “Mache deine Front wie den breiten Sturmangriff…” （RV IV 4, 1‒15）. 
Da rannte das Feuer nach  ihr （Kusidāyī） und verbrannte sie vollständig. Sie  tauchte, als sie verbrannt 
wurde,  in den Teich der Kusidas hinein. Wenn dieses ［Sūkta］ dazu hergesagt wird, ［dient es］ zum Ver-
derben der Beschädigungskräfte. （Version Kāṭhaka-Saṁhitā X 5; die parallele Geschichte in der Maitrāyaṇī 
Saṁhitā II 1,11 hat Kusitā́yī statt Kusidā́yī）.

 Der Name Kusidā́yī- oder Kusitā́yī- weist deutlich auf eine fremde Herkunft hin, da s im Indoiranischen nach 
der sog. ruki-Regel zu ṣ ［š］ wird. Auch das Schwanken zwischen d und t erklärt sich aus einer dem Altindoa-
rischen fremden Lenis-Aussprache. Das Wagenrennen wurde als Mittel zur Entscheidung des Territorialstreits 
verwendet neben dem “Würfel”spiel mit Früchten des Vibhītaka/Vibhīdaka genannten Baumes, Wortgefechten 
usw. Das Feuer auf dem Schoß Vāmadevas ist als Symbol des nomadischen Wanderzugs zu interpretieren. Das 
Oberhaupt oder der Hauptpriester trug nämlich das Sippenfeuer auf dem Streitwagen. Der Teich der Kusidas 
bzw. Kusitas dient als Beweisführung, die der Geschichte Überzeugungskraft verleiht. Das heißt gleichzeitig, 
daß der Ortsname ihnen bekannt war.

5.2. In der Zeit der Brāhmaṇa-Literatur （d. i. hier der brā́hmaṇa-Teil der Yajurveda-Saṁhitās, ca. 800- v. Chr. 
und die selbständigen Texte namens Brā́hmaṇa- ca. 650‒ v. Chr.） hatten sich die Stämme der Āryas bereits auf 
die östliche Seite des Indus-Gebietes begeben und kolonisierten weiter mit Sarasvatī als ihrem Stützpunkt. Die 
Sicherstellung des Sarasvatī-Gebiets war der entscheidende Moment für ihr Überleben und ihre Weiterentwick-
lung. Nachher gilt die Sarasvatī als ihre Heimat wie auch als heiliger Fluß.
 Das Śatapatha-Brāhmaṇa enthält die Gründungsgeschichte der Videhas. Das Oberhaupt des Volkes Videhas, 
Videghá- Māthavá-, hielt das Sippenfeuer （agní- vaiśvānará- ʻdas jedem gehörende Feuerʼ） im Mund. Das Wort 
Māthavá- ist mit dem griechischen Helden Promētheús verwandt und bedeutet ʻEntweicher, Räuberʼ, was einen 
alten Mythos vom Raub und Herbeiholen des himmlischen Feuers auf die Erde widerspiegelt. Sein Hauptpries-
ter （puróhita-） namens Gótama- Rāhūgaṇá- spricht Videgha Māthava an, aber dieser antwortet nicht, so daß 
das Sippenfeuer nicht aus dem Mund herausfällt. Als Gotama ihn mit einer rigvedischen Strophe, die das Wort 
Butteröl （ghr̥tá-） enthält, ansprach, fiel das Feuer aus dem Mund auf die Erde: 
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    Videgha Māthava trug den Agni Vaiśvānara （das “jedem gehörende” Feuer） im Mund. Da war R̥ṣi Gotama 
Rāhūgaṇa sein Hauptpriester （Purohita）. Ihm （G˚ R˚） antwortete er （V˚ M˚） ja nicht, auch wenn er wie-
derholt angesprochen wurde, ［in Gedanken:］ “Nicht soll Agni Vaiśvānara von meinem Mund abfallen”. Da 
schickte er an, mit den R̥cs anzurufen: “Dich, den Hotar-Dienst verfolgenden, Himmelsherrlichen, du Seher, 
mögen wir entflammen, du Agni, ［dich,］ den Hohen beim Opfergang （V 26,3）. Du Videgha”. Er antwortete 
nicht. ［G˚ R˚ rezitierte:］ “Hinauf, du Agni, steigen deine rein glänzenden, weißen, weiß glänzenden, deine 
Lichter, Flammen （VIII 44,17）. Du Videghā!”. Er antwortete ja eben nicht. ［G˚ R˚ rezitierte:］ “So bitten wir 
dich, du mit Rücken des Butteröls （V 26,2a）”, bis dahin äußerte er. Dann flammte Agni Vaiśvānara nach 
der Erwähnung von “Butteröl” von seinem Mund heraus. Den （Agni Vaiśvānara） vermochte er nicht zu 
halten. So fiel er heraus. Er （Agni） reichte an diese Erde, ［und zwar］ an jenem Ort. Zu der Zeit war Vi-
degha Māthava an der Sarasvatī. So ging er （Agni Vaiśvānara） eben von dort nach Osten brennend diese 
Erde dahin. So gingen Gotama Rāhūgaṇa und Videgha Māthava hinterher,  ihm folgend, dem Brennenden. 
Er brannte über all diese Flüsse hinweg. Sadānīrā mit Namen fließt von nördlichem Berg aus. Über die 
brannte er  ja eben nicht hinweg. Über die pflegten  ja  früher die Brahmanen nicht durchzudringen, ［in 
Gedanken:］ “［Sie ist］ darüber nicht hinweggebrannt mit Agni Vaiśvānara”. Östlich davon sind viele Brah-
manen heute. Der ［Ort］ war nämlich verhältnismäßig unbesiedelbar, gerade verhältnismäßig bachreich, 

［aus dem Grund:］ nicht “schmackhaft” gemacht durch Agni Vaiśvānara. Der ［Ort］ ist nun ja heute ge-
rade verhältnismäßig besiedelbar. Denn die Brahmanen nun machten jetzt diesen ［Ort］ mit den Opfern 

“schmackhaft”. Sie （Sadānīrā） macht ［einen］ auch in der hinteren （d. h. späteren） Hitzezeit eben gerade 
völlig zittern. So kalt ［ist sie］. Denn ［sie war］ darüber nicht hinweggebrannt mit Agni Vaiśvānara. Da sag-
te Videgha Māthava: “Wo soll ich hinkommen?”. “Östlich eben von hier ist dein Wohnort”, ［so sagte Agni］. 
Das （der Fluß） ist auch heute diese （bekannte） Landesgrenze zwischen den Kosalas und Videhas. Denn 
sie sind die Nachkommen von Māthava. Dann sagte Gotama Rāhūgaṇa: “Wieso hast du nun, auch wenn du 
von uns angesprochen wurdest, nicht geantwortet?”. Er sagte: “Agni Vaiśvānara war in meinem Mund. So 
soll er nicht von meinem Mund abfallen. Deshalb habe ich dir nicht geantwortet”. “Wie aber ist das gewor-
den?”, ［sagte G˚ R˚］. “Gerade als du bis dahin äußertest: ‘bitten wir ［dich］, du mit Rücken des Butteröls’, 
gerade da hat Agni Vaiśvānara nach der Erwähnung von “Butteröl” von meinem Mund herausgeflammt. 
Ihn habe ich nicht zu halten vermocht. So ist er von meinem Mund abgefallen.

 Das Verbum ʻschmackhaft machenʼ16） wird verwendet für das Abbrennen der Felder und das Kultivieren von 
Getreide und Weidegras. Hier zeigt sich  ihr Kulturismus neben dem Meiden der wilden Tiere und Pflanzen. 
Vgl. 6.4. Die Praxis von Brandrodung und Ackerbau wird der Brāhmaṇa-Literatur entnommen. Neu erschlosse-
nes Land wird mit navadāvá-  ʻNeugebranntesʼ bezeichnet, vgl. deutsch z. B. Bayreuth; vgl. ferner návāvasāna- 
ʻneue Ansiedlungʼ. Das Wort für  ʻWeltʼ  ist lóka-, eine Ableitung vom Verbum roc/ruc  ʻleuchtenʼ, es bedeutete 
ursprünglich wohl das freie Grundstück, das in Feld oder Wald durch Abbrennung gewonnen wird, vgl. deutsch 
Lichtung.17）

5.3. Die arischen Stämme strebten mit Eifer nach der Nachkommenschaft und dem Zuwachs der Menschen und 
Haustiere. Das Bevölkerungswachstum dürfte die Triebkraft ihrer Expansion gewesen sein. Gleichzeitig bedeu-
tet das Wort ā́rya- ʻden Bräuchen der Sippe folgend, āryaschen Lebenswandel habendʼ （vgl. 2.1.）, die Blutsver-
wandtschaft wird nicht unbedingt  für  ihre Gesellschaft vorausgesetzt. Der Universalismus dieser Art, der an 
den heutigen Globalismus erinnert, dürfte eine größere Rolle für die Verbreitung der arischen Kultur und Hoch-
sprache gespielt haben. Über die Kolonialisierung der Āryas gibt es folgende Berichte: Kaṭha-Saṁhitā XXVI 2: 
123, 17 （ca. 8. Jh. v. Chr.） und Baudhāyana-Śrautasūtra XVIII 45 （ca. 5. Jh. v. Chr.） erwähnen die Kolonialisie-
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rung nach Osten; Maitrāyaṇī Saṁhitā IV 7, 9: 104, 14f. （ca. 8. Jh. v. Chr.） berichtet das Vorrücken nach Süden. 
Jaiminīya-Brāhmaṇa III 146 （vermutlich 6. Jh. v. Chr.） spricht von der Aussendung der Söhne nach Norden. 
Nach Taittirīya-Saṁhitā II 5, 2, 7 （wohl in der zweiten Hälfte des 8. Jh. v. Chr.） sendet man den ältesten Sohn 
aus; in der Śunaḥśepa-Legende in Aitareya-Brāhmaṇa VII und Śāṅkhāyana-Śrautasūtra （6. Jh. v. Chr.?） werden 
die älteren 50 Söhne von 100 fortgetrieben und müssen eine neue Welt suchen.
 In den vedischen Opfern wird die Spielbühne nach ihrer Vorstellung in die ehemalige nomadische Zeit ver-
setzt und Kolonisationsprozesse werden nachgeahmt. In der Zeit von Brāhmaṇas bis Upaniṣads sind die Āryas 
nördlich des Ganges bis zum heutigen Bihār verbreitet, wie aus der Gründungslegende von Videha （5.2.） her-
vorgeht. Erst  in der Zeit der Anfänge des Buddhismus und Jinismus erreicht die arische Kultur das Südufer 
des Ganges; es bezieht sich auf die Gründungsgeschichte der Magadhas.18）

6. Zusammenfassung und Aufgabe

6.1. Kraft der Sprache
 Die Stämme der Āryas wurden von einem einheitlichen Prinzip, das von der Priesterklasse verwaltet wurde, 
geführt. Die Priester und Gelehrten versuchten anhand der Sprache, die sich auf die kosmische Regel （r̥tá-） 
und die Wirklichkeit （satyá-） stützte, die Ordnung des Kosmos und der wirklichen Gesellschaft aufrechtzuerhal-
ten und ihre Forderungen und Ideen zu verwirklichen. Zwischen Menschen und Göttern herrscht das Verhält-
nis von give-and-take, und die Verwirklichungskraft, die die richtig geäußerten Worte （bráhmaṇ-） innehaben, 
bewegt die Götter.19） Die verbalen Modi, die für den Anruf an die Götter gebraucht werden, sind hauptsächlich 
der Konjunktiv und Imperativ. Man sieht darin eine Struktur, in der der Wille des Priesters die Aktivität der 
Götter in Verwirklichung bringt. Die Äußerung von Wünschen oder Bitten spielt nur eine sekundäre Rolle. 
 Die Priester-Gelehrten （brahmáṇ- mit Endakzent） fochten im später brahmódya- ʻDiskussion über das bráh-
maṇ-ʼ genannten Duell mit der Sprache; sie schichteten dadurch die Theorien über die Opfer auf und verfei-
nerten sie. Die Upaniṣads lassen sich als Resultat davon betrachten. Mit “aufschichten” wird auf den Charakter 
hingewiesen, daß die Theorien auf der Voraussetzung der vorhandenen Ansichten aufgebaut werden, sei es 
Verneinung, sei es Verbesserung oder Verfeinerung. Es kam kaum zu einer Revolution, ein neues Axiom vorzu-
legen. Die bekannte Theorie über die viererlei Leiden im Buddhismus beispielsweise ˗˗ Geburt, Altern, Krank-
heit und Tod ˗˗ geht von den Diskussionen im Brāhmaṇa um den Wiedertod （punar-mr̥tyú-） im Himmel aus 
und fußt auf dem Grundsatz von Karman und Saṁsāra.20） Beim Brahmodya wird die Frage dreimal wiederholt, 
bis der Gegner antwortet. Wenn der trotzdem nicht antworten konnte, soll sein Kopf auseinandergeplatzt sein. 
Der Ausdruck “der Kopf fliegt in sieben Stücke auseinander” im Lotus-Sūtra ist nichts anders als die Fortset-
zung davon. Das Nicht-Antworten （avyākaraṇa-） von Gotama Buddha  ist  in dieser Hinsicht sehr bemerkens-
wert; auch der Inhalt seiner Auseinandersetzung mit dem großen brahmanistischen Gelehrten Uruvelā Kassapa 
ist nicht überliefert.

 Das Welt-Begreifen im alten Indien wurde von der Sprache angeführt. Das Brahman steigt auf die Stelle des 
kosmischen Prinzips. Der Intellektualismus, der Idealismus im philosophischen Sinne, der stark in der indischen 
Geistesgeschichte verwurzelt ist, hat wahrscheinlich etwas damit zu tun. Die Schöpfungstheorien im Rigveda er-
klären sich letzten Endes aus den Ereignissen, die im Gedanken des Dichters stattfinden. Sōkratēs habe gesagt, 
daß man Außenwelt objektiv und präzis untersuchen soll, um das Sich selbst zu erkennen. Da zeigt sich ein 
wichtiges Take-Off der Philosophie Athens, dem sich die westliche Zivilisation anschloß. Die Vedānta-Schule in 
Indien führte hingegen, allerdings später, den Begriff von pratyagātman- ein, das Selbst, das in entgegengesetz-
ter Richtung gewandt ist, d. h. nach innen in sich selbst, also die Einkehr. Mit der Analyse der Naturerscheinun-



国際哲学研究 3 号 2014  243

gen und Weltkomponenten sowie der Suche nach dem Gesetz haben sie sich allerdings in ihrer Weise intensiv 
beschäftigt.

6.2. Vertrag
 Die Erfüllung eines Vertrags war seit dem Rigveda streng gefordert. Die die Āryas schützenden Götter, die 
Devas, nutzten den Vertrag aus, um ihr Ziel zu erreichen, vgl. Anm. 15. Bei den Hethitern sind so viele Do-
kumente bekannt, weil ein Zentralarchiv entdeckt wurde,  in dem auch Vertragsurkunden zwischen Ländern 

（Stämmen） aufbewahrt waren. Die Urkunden wurden dort regelmäßig kopiert und an wichtigen Orten ver-
wahrt. Die besondere Wichtigkeit, die dem Vertrag beigelegt wird, könnte auf eine Gewohnheit zurückgehen, 
die unter geschichtlichen Bedingungen ursprünglich  in Mesopotamien entstanden  ist.  ā́rya- bedeutet, wie be-
reits erwähnt, ʻden Bräuchen der Sippe folgendʼ, und die Festhaltung der Verträge ist ein wichtiger Bestandteil 
solcher Gebräuche, die als ā́rya- dhárma- bezeichnet werden.21）

6.3. Nomadisches Leben; Geringschätzung von Technik und Anhäufung des Vermögens
 Die Stämme der  indoiranischen Zeit und die vedischen Āryas  legten anscheinend auf das Mitnehmen des 
Besitzes bis auf Rinder und Haustiere oder das Handwerk wenig Gewicht.22） Die Handwerker wie Ledergerber 
oder Zubereiter von Essen und Trinken wurden in der vedischen Literatur insgesamt als “Bestrebende” （śá-
mitar-） genannt. Ausnahmsweise gab es einen Zimmermann （tákṣaṇ-, griechisch τέκτων ［téktōn］）; der Gottesna-
me Tváṣṭar- scheint etymologisch aus  ʻFleischer, Zerschneider des Fleischesʼ zu stammen. Die R̥bhus genann-
ten drei Götter stellten aus einem Holzstück von guter Qualität vier treffliche Trinkschalen her. Als der arische 
Gott des Handwerkes Tvaṣṭar diese sah, versteckte er sich aus Furcht unter den Götterfrauen. Die R̥bhus sind 
auch in der Qualität des Soma bewandert. Das zeigt, daß es sich bei R̥bhus um die Handwerker handelt, die ei-
gentlich außerhalb der arischen Gesellschaft standen. Etymologisch ist R̥bhú- mit griechisch Ὀρφεύς ［Orpheús］ 
verwandt, und etymologisch wird die Bedeutung ʻKleiner, sozial Schwacherʼ angenommen.
 In der vedischen Zeit waren Streitwagen und Textilwaren die Essenz der Technik. Der Wagenbauer war bis 
in spätere Zeit von der arischen Gesellschaft ausgeschlossen. Die Weberei war Aufgabe der arischen Frauen. 
Nach der vedischen Prosaliteratur seien die mit der Drehbank hergestellten Töpferwaren “asurisch” und die 
Töpfer seien Śūdras. Das Geschirr für die Opfer wird vom arischen Priester nach ehemaliger primitiver Metho-
de ohne Drehbank hergestellt. Das heißt: Sie benutzten zum täglichen Leben bessere Keramiken, die von den 

“Fremden” hergestellt wurden. Ähnliches gilt auch für die Metallgeräte.23）

 Die Āryas im Rigveda übten den Rinderraubzug aus, der “Suche nach Kühen” （gáv-iṣṭi-） heißt. Als Saison 
werden in den Texten zeitiger Frühling und Sommer festgestellt. Sie zogen auf dem Flußbett, bevor das Was-
ser steigt.24） Der Ausdruck “sieben herbstliche Palisaden （púr-）” deutet auf den Plündungszug der Ernten hin, 
vgl. Anm. 18.25）

6.4. Zivilisation und Wildheit
 Wir haben gesehen, daß das Verb  ʻschmackhaft machenʼ  für die Brandrodung gebraucht wurde （5.2.）. Die 
Āryas züchteten Rinder und Pferde （“größere Arten Viehs” genannt wie bei den Römern） sowie Ziegen und 
Schafe （ebenfalls “kleinere Arten Viehs”）; Wildtiere kommen als Speise nicht vor.26） Diese vier Arten des 
Viehs27） sind das zur Siedlung （grā́ma-, eigentlich  ʻTreckʼ,  später  ʻDorf, Siedlungʼ） gehörende Vieh （grāmyá- 
páśu-）, und wird von dem zur Wildnis gehörenden Vieh （āraṇyá- páśu-） unterschieden. āraṇyá-  ist das von 
áraṇya- abgeleitetes Adjektiv. áraṇya- bedeutet eigentlich  ʻFremden Gehörendes; Gelände, das nicht eigenes 
istʼ.28） Der Wortschatz  für Schwein und Hund sind urindogermanischer Herkunft; sie  lebten sicherlich  in der 
Nähe der Menschen. Sie fehlen jedoch in der Liste des zur Siedlung gehörigen Viehs. Der Gott Rudrá-, der den 
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Kern des späteren großen Gottes Śiva bildete, wird “der rote Eber im Himmel” genannt. Er lebt mit Bogen im 
Gebirge und hat eine enge Beziehung zu wilden Tieren.

 Der Satz “Die Götter speisen kein Rohes, Ungekochtes” kommt häufig  in der vedischen Prosa. Sauermilch 
（dádhi-） gehöre zu den Siedlungen, Honig zur Wildnis （Taittirīya-Saṁhitā V 4,5,2）. Ein Gericht namens ya-
vāgū́- ist als krūrá-  ʻroh, blutig, brutalʼ bezeichnet （ds. VI 2,5,2）. Als Opfergaben werden vor allem Milch und 
Gerste （später auch Reis） verwendet, also alles, was Menschen kultivierten. Bei den sakralen Ritualen wurde 
üblicherweise von Wildtieren, Honig, Sesam usw. kein Gebrauch gemacht. Der Sesam spielt beim Ahnenkult 
eine größere Rolle; es bezieht sich wohl auf die Vorstellung, wo die Väter wohnten. Die Pflanze gavédhukā-, 
wohl Tränengras （wörtlich ʻdie die Kuh gedeihen lassende ［Pflanze］̓, soll bemerkenswerterweise zu einer ver-
lassenen Siedlung gehören （Śatapatha-Brāhmaṇa V 2, 4, 13）.29）

6.5. Ausdehnungsideologie
 Im Rigveda und in den darauffolgenden Texten wird der Wille nach dem Wachstum der Nachkommenschaft 
und Haustiere sowie der Erweiterung des Herrschaftsgebiets wiederholt geäußert. Heftige Streitereien mit den 
Fremden sowie zwischen den arischen Sippen werden vermutet. Gegner werden freilich mit den Wörtern für 
ʻFeindʼ ausgedrückt, aber das Wort für Söhne der Brüder, also Neffen, wird auffälligerweise seit dem Atharva-
veda hauptsächlich in der Bedeutung ʻRivaleʼ gebraucht. Starke Konkurrenzen gab es auch zwischen den Frau-
en, die in die Familie des Königs, des Sippenführers einheirateten. Das Verb vi-rāj, welches sowohl ʻausstrahlenʼ 
als auch ʻweit herrrschenʼ bedeutet, wird im Kontext der Ausweitung der Macht einer Frau verwendet.
 Vedische Zeugnisse für die Expeditionen, die in der Geschichte der Expansion der indogermanischen Völker 
wiederholt durchgeführt wurden, werden in 5.3. angegeben. Junge Söhne werden hinausgejagt und müssen ein 
neues Leben in fremden Ländern suchen. Mitanni, anscheinend ein Zweig der Indo-Āryas, Hethiter des anatoli-
schen Sprachzweigs, Seevölker, die Staatsgründung der Römer des italischen Zweigs, das Fränkische Reich der 
Franken, die zum westgermanischen Sprachzweig gehören ˗˗ all diese Völker und Ereignisse sind Beispiele die-
ses Typs. Die Goten des ostgermanischen Sprachzweigs,30） Teile der westgermanischen Angeln, Sachsen, Juten, 
die nach Großbritannien zogen, Teile der Franken, die  letztlich die höhere Ebene des heutigen Deutschlands 
besiedelten, die Bairischen ─ sie scheinen in ganzen Stämmen gewandert zu sein. Hinter der Legende des Rat-
tenfängers von Hameln scheint ein historisches Ereignis zu stecken, daß junge Männer und Frauen in gleicher 
Anzahl im 13. Jh. n. Chr. nach Osteuropa geschickt wurden. In diesem Fall dürfte ein Händler vermittelt haben.
 Das Patriarchat wirkte effektiv bei der Expansion des  indogermanischen Machtbereiches.31） Nach Gimbutas 
herrschten  im europäischen Raum matriarchale Gesellschaften vor; die Pferdezucht sei unbekannt gewesen; 
keine Spur von Kämpfen, keine Verteidigungseinrichtungen um Siedlungen, keine Festungen.32） Die Indoger-
manen drängten mit Sicherheit auch nach Osten, worüber Gimbutas nichts berichtet, durch die Völkerschaften 
hindurch, die vorwiegend matriarchal waren oder in denen die Frauen mindestens den Männern gleichgestellt 
waren, und dehnten  ihr Terrritorium aus, mit  ihrer patriarchalen Ideologie die Vorbewohner überwältigend. 
Hinter der Tatsache, daß der Dharma der Āryas die patriarchale “Zivilisation” betont, könnten Konflikte mit 
mütterlichen Gesellschaften stecken. Das könnte eben einer der Maßstäbe gewesen sein, die Zivilisation von der 
Wildheit zu unterscheiden. Vgl. auch 5.1.
 Das System,  in dem die Versammlung der Familienoberhäupter wichtige Dinge entscheidet, geht mögli-
cherweise auf die urindogermanische Zeit zurück. Die Versammlung hieß  im Rigveda vidátha-, das bedeutet 
ursprünglich ʻVerteilungʼ （der Beute und Früchte）. Die wichtigen Familienvorstände scheinen Ermessensrecht 
besessen zu haben. svadhā́-  ʻSelbstbestimmung, Selbstbestimmungsrechtʼ dürfte das Wort dafür gewesen sein. 
Varuṇa, die Vergötterung des Königsrechts,  ist beispielsweise svadhā́van-  ʻselbst Bestimmenderʼ. Es gab eine 
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Art der Demokratie  für die großen Männer. Sie waren von den Fremden umgeben, die verfeindet oder mit 
Vertrag verbunden waren. Mein Lehrer Karl Hoffmann （1915˗1996） sagte einmal, daß ausgerechnet das Ra-
siermesser ein seltenes Instrument ist, dessen Bezeichnung auf das Urindogermanische zurückzuführen ist. Er 
vermutete als Grund, daß das Rasiermesser als ein Ausweis für die Indogermanen galt, mit dem die Männer 
an den Versammlungen teilnehmen konnten. Sie waren nämlich dicht behaart und mußten mit geschorenem 
Bart und gestutztem Haar auftreten. Die bronzenen Messer aus Norddeutschland und Dänemark sind in dieser 
Hinsicht von Interesse. Sie sind offensichtlich Beerdigungsartikel. Die Messer sind oft mit Figur der Zwillingen 
verziert, die das  ins Meer gesunkene Sonnenlicht auf das Schiff bergen und zurückführen.33） Es könnte sich 
um einen Reisepaß in den Himmel handeln, der zugleich mit dem Symbol der Nachtsonne die Garantie für den 
Wiedereintritt auf die Erde abgibt. Das Neu- und Vollmondsopfer im Veda könnten mit der Männerversamm-
lung （sabhā́-） in Verbindung gestanden haben. Der Vorabend beider Opfer wird upavasathá- （ʻVerbringen der 
Nacht  in der Aufwartungʼ） genannt, der Opferveranstalter （Yajamāna） bereitet sich mit geschorenem Bart 
und Haar vor. Upavasatha ist der Prototyp des buddhistischen Uposatha. Wenn Genanntes das Richtige trifft, 
findet man hier eine Art der Demokratie und des Individualismus. Das Individuum bedeutete allerdings damals 
nur den Patriarchen. Gemeine Männer （vī́ra-） werden zusammen mit dem Vieh im Inventar aufgelistet wie die 
römischen Männer （vgl. uir）. Die Frauen gehören nicht zur Sippe, sondern einzeln zu den Hausherren: “Es gibt 
keine zu den Frauen gehörende Kameradschaft. Hier sind die Herzen der Hyänen” （Rigveda X 95,5, Wort der 
Himmelsfee Urvaśī）. Das Wort für Hyäne sālāvr̥kā́- （bzw. salāvr̥ká-, salāvr̥kī́-） erklärt sich aus *ʻLaufe ［weg］, 
o Wölfe!ʼ; die Frauen bekommen die Reste der Beute als  ihren Anteil.34） Auch das monogamische Prinzip  ist 
neben dem Individualismus der Familienväter beachtenswert. Die Opfer und Rituale werden vom Opferherrn 

（Yajamāna） und seiner Hauptgemahlin35） veranstaltet, wenn sie sich z. B. auch auf die kosmische Regelung be-
ziehen. Wie erwähnt （1.2.）, schreibt Gimbutas zum Brauch der Satī in der “Kurgan-”Kultur36）.

 Zur Menschengeschichte darf man wohl bemerken, daß sie von der  Ideologie zum Sippenkampf und der 
“wirtschaftlichen” Strategie vorangetrieben wurde, die die Expansion der Völker und Kultur der Indogermanen 
untermauerten, und daß sie sich auf diese Weise zur “Weltgeschichte” entwickelte. Für sie war der Raubzug 
ein wirtschaftliches Unternehmen. Das stimmt freilich auch für andere viele Stämme in der Vergangenheit, aber 
ihre Versuche waren weder so gründlich noch erfolgreich wie bei den indogermanischen Völkern. Vormarsch 
und Ausweitung sind gut und tugendhaft. Man suchte nach ständigem Wachstum und dafür brauchte man das 
immer neu zu erschließende Gebiet. Die “Globalisierung” dürfte weiter vorwärts rollen, bis Afrika kein Frontier 
mehr sein wird. Der Rigveda und die altindischen Texte liefern uns ein klares Material zum Verstehen eines 
solchen Vorgangs. Wieweit es sich dabei um die Zwangsläufigkeit der Menschen als Tierart handelt, wieweit 
um die den Nomaden eignenden universalen Prinzipien, und wieweit um die den indogermanischen Völkern ei-
genen Elemente, ─ die Frage bleibt zum eingehenden Verifizieren bestehen.37）

Anmerkungen

1）  Herr Prof. Dr. Peter Zieme, Tokyo, hat sich mit der Verbesserung des Manuskripts Mühe gegeben. Bei ihm bedanke 
ich mich sehr herzlich.

2）  Die Sprachfamilie wird  im Englischen “Indo-European” und  im Französischen “indo-européen” genannt. Die Be-
zeichnung “indogermanisch” ist ein Klammerkompositum in der Bedeutung  ʻSprachen, die zwischen den indischen 

（im äußersten Südosten） und den germanischen Sprachen （im äußersten Nordwesten） gesprochen werdenʼ. Ge-
schichtlich bezeugt sind z. B.:  indo-germanique bei Conrad Malte-Brun 1810,  Indo-Europeans bei Thomas JounG 
1813, Indogermanisch bei Julius von Klaproth 1823. Literatur zu diesem Problem: Kratylos 27 （1982［1983］） 221f., 
Koerner IF 86 （1981） 1ff., Mayrhofer Sanskrit und Sprache Alteuropas （1983） p.［10］ f., Anm. 30, Hiersche Fs. Kno-
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bloch （1985） 157, 165.
3）  Im Jungavestischen und Altpersischen findet sich der Ausdruck wie  ʻLand der arya-sʼ oder  ʻSchwall der arya-sʼ. 

Īrān kommt aus *ari̯a- （arya-） mit dem anlautenden kurzen a, welches durch Einfluß des *i̯ （*y） zu ē, dann ī wurde: 
altiranisch Gen. Pl. *ari̯ānām > mittelpersisch ērān bzw. ērānān > neupersisch īrān. Wenn es von *āri̯ānām （āryānām） 
ausgegangen sein sollte, hieße es heute  *Ārān statt Īrān. Die chinesischen buddhistischen Texte geben  ā́rya- mit 
dem Wort etwa ʻheiligʼ wieder.

4）  Metrisch oft dreisilbig, also ā́riya-.
5）  Vgl. Witzel‒Gotō Rig-Veda. Das heilige Wissen. Erster und zweiter Liederkreis. Frankfurt a. M. 2007, 828 s. v. arí-.
6）  Im 2. Weltkrieg bekam ein deutscher Kampfflieger Met als Stimulans （nach einer Erzählung von Herrn Prof. Rau, 

die mir Herr Prof. Eino übermittelte）. Die Luftstreitkräfte der US verwendeten dafür das Ephedrin, das Alkaloid der 
Ephedra, dessen Chemosynthese gerade in den USA ermöglicht wurde. Die Luftschlacht zwischen den beiden Trup-
pen lassen sich also mit der zwischen Urindogermanen und Urindoiranern vergleichen, wenn die Sache so stimmt.

7）  Die Wortform índra- ist irregulär in den indogermanischen Sprachen; *yadra- < *i̯n̥dra- （oder mit sekundärem Ein-
schub *ya-n-dra-） ist aus *i̯ndra- zu erwarten （Schindlersche Syllabifizierungsregel）.

8）  Griechisch θεός ［theós］  ʻGottʼ （< *dhh1s-ó-） hat damit nichts zu tun. Das Wort geht auf einen alten Wortschatz zu-
rück zusammen mit lateinisch fēstum ʻFestʼ, fānum ʻTempelʼ, altindoarisch dhiṣáṇā- （wohl ʻFest, Festlichkeitʼ, als Göt-
tin aufgefaßt） usw.

9）  Vgl. Toshifumi Gotō “Aśvín- and Nā́satya- in the Rigveda and their Prehistoric Background”, Linguistics, Archaeolo-
gy and Human Past in South Asia. Edited by T. osada, New Delhi 2009, pp.199‒226.

10）  Vgl. T. Gotō, “Jinrui to shi no kigen ‒ Rigveda sōzō sanka X 72 ‒” （auf japanisch: Ursprung der Menschheit und des 
Todes. Schöpfungslied RV X 72）, Indogakushoshisō to sono Shūen. Fs. Hōjō, Tokyo 2004, 415˗432.

11）  In der chinesischen Wiedergabe  阿 修 羅 o. ä.: ［ˑâ: si̯ǝ̯u lâ］ in “Ancient Chinese” according to Bernhard KarlGren, 
Grammata Serica Recensa, Stockholm 1957, ［ˀa suw la］ in “Early Middle Chinese” according to Edwin G. pulley-
blanK, Lexicon of Reconstructed Pronunciation in Early Middle Chinese, Late Middle Chinese, and Early Mandarin, 
Vancouver 1991, ［ašura］ in Sino-Japanisch und ［a1 xiu1 luo2］ in Chinesisch heute.

12）  Die Wortfolge Ahura- Mazdā- ist erst in den jungavestischen Texten die Norm. In den altpersischen Inschriften der 
Akämeniden ist der Gottesname in Auramazdā- univerbiert und dafür wird oft ein abgekürztes Zeichen verwendet. 

13）  Vgl. T. Gotō, “Vasiṣṭha und Varuṇa in RV VII 88 ‒ Priesteramt des Vasiṣṭha und Suche nach seinem indoiranischen 
Hintergrund ‒” （Indoarisch,  Iranisch und die  Indogermanistik. Arbeitstagung der  Indogermanischen Gesellschaft 
vom 2. bis 5. Oktober 1977 in Erlangen, herausgegeben von Bernhard forssman und Robert plath, Wiesbaden 2000, 
147‒161） 160f.

14）  Vgl. T. Gotō, “‘Purūravas und Urvaśī’ aus dem neuentdeckten Vādhūla-Anvākhyāna （Ed.  iKari）”, Anusantatyai. 
Festschrift  für Johanna Narten zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Almut hintze und Eva tichy, Dettelbach 
2000 ［2001］, 79‒110.

15）  Vgl. z. B. Viṣṇu in der Brāhmaṇa-Literatur, Indras Sieg über Namuci im Rigveda und in folgenden Texten; Madhu 
und Kaiṭabha sowie Narasiṁha im Mahābhārata und in den Purāṇas.

16）  Das Verbum svad, verwandt mit englisch sweet usw.:  sváda-te,  sváda-ti,  svadáya-ti, hier Verbaladjektiv （privativ） 
á-svaditam und Aorist ásiṣvadan.

17）  Es könnte ʻder Ort, den das Licht erreichtʼ gemeint gewesen sein, vgl. Rigveda X 88,6 ʻAgni wird während der Nacht 
das Haupt der Wesenheit （bhū́-）̓, d. h. wohl: der Kreis, bis wohin das Licht reicht, ist die Welt. 

18）  Berichte über Expeditionen und Plünderungen seien angeführt: Raubzug im Sommer （Taittirīya-Brāhmaṇa I 8, 4, 1）, 
Sieben herbstliche Palisaden, púr- （Rigveda I 174, 2）; in drei Abteilungen aus je sieben Truppen （Rigveda X 75, 1）, 
in drei Abteilungen hintereinander （Jaiminīya-Brāhmaṇa III 120）.

19）  Zu den Fremden “mit nachlässiger Sprache”, “ohne richtigen Mund” vgl. oben 4. am Anfang.
20）  Vgl. T. Gotō “Yājñavalkyaʼs Characterization of  the Ātman and the Four Kinds of Suffering  in Early Buddhism”, 

Electronic Journal of Vedic Studies, 12-2 （2005） 70‒84，und insbesondere “Karman und Saṁsāra ‒ vom Veda zum 
Buddhismus ‒” （auf japanisch）, Hokkaido Journal of Indological and Buddhist Studies, 24 （2009） 16‒41.

21）  Der Begriff vom Dharma erinnert gewissermaßen an das “global standard” heute. Es ist auch zu beachten, daß es 
bei dem Vertrag oder der Regel die Möglichkeit von Wechsel des Verantwortlichen oder Änderung der Regeln gibt. 

22）  Das Halten von Sauberkeit und Ordnung in europäischem Leben könnte seine Wurzel in der nomadischen Vergan-
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genheit haben.
23）  Das abgeleitete Wort für Messing kāṁsya-  ist seit den Śrautasūtras bezeugt. Aber sein Grundwort kaṁsá-  ist viel 

früher seit dem Atharvaveda in der Bedeutung ʻMessinggeschirrʼ belegt. Die Āryas importierten also ein fertiges Ge-
rät.

24）  Unter den Wörtern für ʻPfad, Wegʼ gibt es im Rigveda srutí-. Das heißt wörtlich ʻStromʼ und wird so auch verwen-
det. Darin zeigt sich, daß das Flußbett zum Wandern gebraucht wurde.  In der vedischen Prosa wird das Wort 
durch sr̥tí- ersetzt, das von der Wurzel sar/sr̥ ʻlaufen, strömenʼ abgeleitet ist. Es spiegelt wohl den Wechsel der Art 
und Weise der Bewegung oder die Vorbereitung des Wegwesens wider.

25）  Nomadische Wanderung als Kern des Lebens, mindestens  in  ihrer Vorstellung, setzend, schufen sie  ihr Einflußge-
biet unter Ausnutzung der ansässigen Völker in der Umgebung. Diese Struktur ist an sich bereits in der Androno-
vo-Kultur zu finden. Diese Kultur blühte um 2000˗900 v. Chr. in Nordosteurasien und umfaßt offensichtlich auch die 
Aktivität der Saken （iranisch Saka-,  indoarisch Śaka-, griechisch Skythai） in  ihrer späten Periode. Das Leben der 
Mönche und Gemeinden im Buddhismus, ihre Beziehung zu Siedlungen und Karawanen, die Bedeutung des Verbs 
vraj （4., 3. Abschnitt） usw. erinnern an dieses alte Brauchtum.

26）  Die Ideenwelt der Kultivierung und Vermeidung der wilden Tiere und Pflanzen könnte tief in der Vorstellung ver-
wurzelt sein, daß man Rinder essen darf, daß aber das Verspeisen von Walfischen eine unzivilisiertes Benehmen ist. 
Es gibt hier und dort bemerkenswerte kontrastive Eigenschaften in Ausstattung des Gartenbaus, Moos und Rasen, 
Sashimi und Steak usw.

27）  páśu- m., paśú- n. bedeutet  ʻHaustierʼ,  ʻOpfertierʼ und  ʻTierʼ im allgemeinen. Außer der Liste von 4 Arten von Vieh 
（vgl. Rigveda X 90,10）, erscheint nachrigvedisch der Katalog von 5 （plus Mensch） bzw. 7 zur Siedlung gehörenden 
Paśus: Mensch, Pferd, Kuh, Ziege, Schaf , Gerste, Reis （wohl als Opfergabe gemeint） bzw. Kuh, Pferd, Maultier, Esel, 
Ziege, Schaf, Mensch. Die gotische Entsprechung faihu n. bedeutet ʻVermögen, Geld, Besitzʼ, vgl. weiterhin lateinisch 
pecū n., pecus f.  ʻViehʼ althochdeutsch fihu n., neuhochdeutsch Vieh n. usw. Im vedischen Indien wird der Preis mit 
der Anzahl von Kühen berechnet.

28）  áraṇya- ist vom Adjektiv áraṇa- abgeleitet. Das Wort nítya- ʻim Inneren, zu Hause befindlichʼ wird im Varuṇa-Lied 
Rigveda V 85, 7 diesem áraṇa- ʻfremdʼ gegenübergestellt. Die beiden Glieder entsprechen zweifelsohne mit nitio- und 
allo- in den keltischen Völkerschaftsnamen Nitiobroges und Allobroges im Gallischen Krieg von Julius Caesar. broges 
bedeutet ʻGrenzeʼ und geht mit deutsch Mark auf die gleiche Herkunft zurück; also ʻdie Leute, Sippen, die innerhalb 
der Grenze befindlich sindʼ bzw. ʻdie jenseits der Grenze sindʼ. Das Suffix ist von allo- und árana- etwas verschieden 

（*-no- bzw. *-eno-）, aber es dürfte ein und dasselbe Grundwort zugrunde liegen. Somit läßt sich die Existenz eines 
Paars  im gesellschaftlichen Ausdruck erschließen. Vgl. T. Gotō, “satyá- （altindoarisch  ʻreale Existenzʼ） und ὀυσία 

（altgriechisch  ʻSubstanzʼ  ˗˗ Weg, den Inder verfolgten, und den sie nicht verfolgten  ˗˗” （Wiederaufbau der klassi-
schen Philologie, Newsletter, No.9, 7. 2001, 26-40; auf japanisch） p.12, Anm.40; “Reading the R̥gveda: Vasiṣṭha and Va-
ruṇa” （Bulletin of the Institute of Shin Buddhist Culture, 22, March 2013, 49-106; auf japanisch）, p. 71f.

29）  Vgl. Tomoki yamada, “vāstavyà-, vāstuhá-, vāstupá- ─ Some descriptions about abandoned settlement ─” （Ronshū. 
Studies in Religions East and West, 32, 2005, pp. 53-71; auf japanisch） p. 59.

30）  Die Sprache gotischer Dokumenten aus dem 16. Jh., die in der Krim gefunden wurden, wird Krimgotisch genannt. 
Hier zeigt sich, daß die Goten, die nur kurze Zeit durch Europa zogen und dann verschwanden, noch eintausend 
Jahre lang in einer Siedlung am Schwarzen Meer lebten. Im Reich der Mitanni, Hethiter und Franken wurden die 
eigentlichen Sprachen, die nur von den herrschenden Jungen getragen wurden, in die einheimischen der Mütter und 
Frauen absorbiert. Die Latinisierung durch das Römische Reich ist eine große Ausnahme in der Geschichte. Wie das 
ermöglicht wurde, lohnt sich eingehender untersucht zu werden. Die Existenz des Krimgotischen weist darauf hin, 
daß bei ihnen auch die Frauen Goten gewesen sein dürften, somit auf den Zug des ganzen Stammes und nicht auf 
die Expeditionstruppe der Jungen.

31）  Zur monotheistischen Ideologie, die patriarchale Gesellschaften für Überleben und Weiterentwicklung des Stammes 
effektiv zusammenbindet, vgl. 2.2., 4. Abschnitt.

32）  Marija Gimbutas, The civilization of the goddess. The world of Old Europe. San Francisco 1991, 364, etc.
33）  Vgl. die in der Anm. 9 angegebenen Literatur.
34）  Zu den sonstigen Implikationen dieser Zeile vgl. T. Gotō, “Die Geschichte von Purūravas und Urvaśī  in den vedi-

schen Texten” （Mythology of Love, ed. by Chiwaki shinoda, Nagoya 2011, 481-525; auf japanisch） 493f.
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35）  Hauptgemahlin wird máhiṣī- genannt, eigentlich bedeutet es ʻdie größere ［Frau］̓.
36）  Marija Gimbutas, The civilization of the goddess. The world of Old Europe. San Francisco 1991, 362, 371, 374: Grabhü-

gel in Suvorovo, Moldavien （um 4400─4300 v. Chr.）, in Budakalász bei Budapest （um 3000 v. Chr.）, “A woman, pre-
sumably his widow, was apparently put to death at this time （d. h. beim Tod des Hausherrn） and laid to rest beside 
her dead lord”.

37）  Zum Thema vgl. weiterhin T. Gotō, “Indogermanische Sprachfamilie  ˗˗ Überblick und Aufgaben zum Verständnis 
der Menschengeschichte  ˗˗”, Minisymposium: Der heutige Stand der Sprachgeschichte Eurasiens, 3.-4. 7. 2004. Be-
richt, Bd. 1, Research Institute for Humanity and Nature （RIHN）, Kyoto, Project 4-3FS （Leiter: Tetsuya Kinoshita）, 
2004, 31-74 （auf japanisch）; “Observations about Āryas’ migration into India”, Beyond Collapse: Transformation of 
human-environmental relationships, past, present and future. Symposium im RIHN, Oktober 2011, 11pp. （in Redakti-
on）; “Vorrückung der Āryas und das Substrat Südasiens”, Indus. Suche nach dem Substrat Südasiens, herusgegeben 
von Toshiki Osada, Kyoto 2013, 295-316 （auf japanisch）.
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Translation is of enormous importance in the field of humanities. This is not limited to the reception of religious 
thought, philosophical texts, and literary works of foreign provenance, and it can be readily understood if one 
looks at  the translation of many so-called classics  into modern  languages. Especially  in  the case of religious 
thought and philosophical texts, a proper understanding of key terms is extremely important. The first prereq-
uisite when attempting to translate such works is a proper understanding of key terms in the context in which 
they appear  in  individual works while also taking  into account the historical background  in terms of culture 
and intellectual thought. Next, the translator is faced with the need to select equivalents in the language into 
which he is translating that are both reliable and as finely nuanced as possible. When a suitable equivalent can-
not be found in the existing lexicon of the target language, he may resort to loanwords （e.g., bodhisattva, arhat, 
samādhi, Buddha, and nirvāṇa）, or to coining new words （such as Chinese yuanqi  縁起 for Sanskrit pratītya
samutpāda, foxing 仏性 for buddhadhātu, jingjin 精進 for vīrya, and zhongsheng 衆生 for sattva）.

Ⅰ. As is well-known, during the course of the history of Buddhism, spanning more than 2,400 years, Buddhist 
texts were  translated directly  from Indic  languages  into other  languages （if one excludes  translations  into 
modern languages） only in China, from the second century A.D., and in Tibet, where they were translated as 
a state-sponsored undertaking from the second half of the eighth century. In later times Chinese translations 
were further translated, in a broad sense of the term, into Korean, Japanese, Vietnamese, etc., while Mongolian 
translations were produced on the basis of Tibetan translations. In addition, the Pāli scriptures were transcribed 
and translated into Sinhalese and the languages of Southeast Asia, and since the nineteenth century translations 
have been made from Sanskrit, Pāli, and other Indic languages into modern languages. 
 In the following, I shall begin by briefly surveying, in line with the topic of this paper and with reference to 
some actual examples, the characteristics of Chinese and Tibetan translations of Buddhist texts.

Ⅰ-1. Several characteristics pertaining to translation can be noted in connection with Chinese translations. The 
first is that during the period of early translations, prior to Kumārajīva （350–409）, there were, apart from one or 
two exceptions, no translators fluent in both Indic languages and Chinese. Consequently translations produced 
up until about the fourth century under the Northern and Southern Dynasties generally have not insignificant 
problems in terms of written Chinese per se as well as being of questionable reliability.
 Secondly, prior to the introduction of Buddhism there had existed in China many philosophical traditions cen-
tred on Confucianism and Lao-Zhuang 老荘 thought （daojia 道家）, and it was necessary to ensure philosophical 
and cultural consonance with these traditions, especially with the concepts of Lao-Zhuang thought. This can 
be seen in the use of the term dao 道 （Way） to translate bodhi （awakening）, the use of the term wuwei 無為 
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（non-action） to express the unconditioned character of nirvāṇa, and the use of the term wu 無 （nothingness）, a 
key term in Lao-Zhuang thought, to translate śūnya （empty）. In the case of this final example, criticism of this 
so-called “matching the meaning” （geyi 格義） system of understanding Buddhism later led to the adoption of 
kong 空 as the standard translation of śūnya. It was for this reason that Dao’an 道安 （312–385）, a leading critic 
of “matching meanings,” summarized the rules to be followed when translating Buddhist texts into Chinese in 
the form of five shortcomings that cannot be avoided in translation （such as changes in word order and simpli-
fication of repetitive expressions） and three situations in which the original must not be altered. In addition, Xu-
anzang 玄奘 （600/602–664） cited five instances in which he deemed it appropriate to transliterate rather than 
translate Buddhist terms; these will be touched on again below.
 The third characteristic of Chinese translations, related to the first, is that because they were to a large de-
gree dependent on the abilities of the translators, there is considerable variation in the quality of translations. 
Ultimately outstanding translators such as Kumārajīva and Xuanzang provided models  for  terminology and 
translation style.

Ⅰ-2. In contrast to these characteristics of Chinese translations, the following characteristics can be observed 
in Tibetan translations. First, with regard to both its writing system and its reception of foreign cultures, Tibet 
had close connections with India （and to a lesser extent with China）, and Buddhist culture was received in a 
fairly direct form. From the late eighth century onwards the translation of Buddhist texts was carried out sys-
tematically and  intensively as a state-sponsored undertaking, based on collaboration between Indian teachers 
and Tibetan translators.
 The second characteristic is the prevalence of literal translations. In Chinese translations it was general prac-
tice to use transliteration for important terms such as buddha, bodhisattva, and nirvāṇa, but in Tibet Buddhist 
terms were primarily rendered in Tibetan, as is exemplified by sangs rgyas （“he who has awakened and opened 
up”） for buddha, and transliterations are rare. For Tibetans prior to their acceptance of Buddhism, all Buddhist 
terms were new, and there were no similar philosophical concepts that might lead to misunderstanding. Conse-
quently, there existed a cultural-historical background that made it comparatively easy to opt for literal trans-
lation. When doing so, reference was often made to the definitions provided by relevant Indian treatises and 
commentaries.
 The third characteristic, related to the first, is that while some variation in the quality of translations due to 
differences in the understanding and powers of expression of the translators （or their Indian teachers） can be 
seen in Tibetan translations too, the range of such variation is comparatively small. A background factor in this 
could be said to have been the compilation of the Mahāvyutpatti and Madhyamavyutpatti （814）, which were pro-
duced with the aim of providing rules for translation and unifying terminology, functions that they fulfilled to a 
certain degree.
 Next, I wish to give an example that illustrates these differences between Chinese and Tibetan translations 
regarding their translators’ thinking about translation. In Chinese the word bhagavat, commonly used as a term 
of address for the Buddha by his disciples, was either translated as, for example, “World-honoured One” （shizun 
世尊） or else transliterated as boqiefan 薄伽梵, etc. Xuanzang, in particular, cited this term as an example of the 
second of the five kinds of terms not to be translated, i.e., terms with several meanings.

    The Dharma-master Xuanzang of the Tang clarified five kinds ［of terms］ that are not translated. The first 
is those that are not translated because they are secret, such as dhāraṇīs. The second is those that are not 
translated because they contain many ［meanings］, such as bhagavat, ［which is not translated］ because it 
contains six meanings. The third is those that are not translated because they do not exist here ［in China］, 
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such as the jambu tree. The fourth is those that are not  translated because of conformity to old ［traditional 
transliterations］, such as anou［duoluosanmiaosan］puti 阿耨［多羅三貌三］菩提 ［for anuttarasamyaksaṃ
bodhi］. It  is actually possible to translate this ［as wushang zhengdeng jue 無上正等覚］, but because there 
has existed a transliteration of the Sanskrit since ［the time of Kāśyapa］ Mātaṅga （said to have first trans-
mitted Buddhism to China in the Later Han） ［it is transliterated］. The fifth is those that are not translated 
in order to engender good, such as ［the transliteration］ bore 般若 ［for prajñā］, which is venerable and sol-
emn, whereas ［the translation］ zhihui 智慧 （wisdom） is superficial and shallow, and it is not translated in 
order to make people engender respect.ⅰ

 In this  fashion Xuanzang cited concrete examples of five typical cases  in which he deemed  it appropriate 
to transliterate rather than translate. In Tibetan, on the other hand, it is common practice to translate in all of 
these cases except the first （dhāraṇīs） and the third （names of things peculiar to India, such as jambu）. The fol-
lowing is the explanation of bhagavat in the sGra sbyor bam po gnyis pa （Madhyamavyutpatti）, which gives the 
reasons for the Tibetan translations adopted for more than four hundred important Buddhist terms. Bhagavat is 
translated as bcom ldan ’das in Tibetan, and the reasons for this are explained as follows.

    “Bhagavān” is in the first place called bhagavān because of his defeat of the four demons （bhagnamāraca
tuṣṭayatvād）. Because he has vanquished the four demons （i.e., five aggregates, mental afflictions, death, and 
the heavenly Evil One）, it refers to “one who has vanquished” （bcom pa）. Again, according to one view, 
bhaga is a designation for “six kinds of good ［qualities］,” namely, appearance, fame, might, splendour, wis-
dom, and effort, and it refers to what is common to these six ［good qualities］. That -vat appears is because, 
since he has good qualities （bhago ’syāstīti）, he is bhagavān （“one who has good qualities”） and is said to 
be “one who possesses” （ldan pa）.... Because he has in particular gone beyond the mundane god bhagavān, 

［’das］ was added, and he was called bcom ldan ’das （he who has vanquished ［the four demons］, possesses 
［six kinds of good qualities］, and has gone beyond ［the mundane god］）.... The mundane ［god］ bhagavān is 
called ［simply］ legs ldan （“he who possesses good”）.ⅱ

 In Tibetan translations, the term bcom ldan ’das, at first sight difficult to comprehend and meaning literally 
“he who has vanquished, possesses, and has gone beyond,” is generally used as  the standard equivalent  for 
bhagavat. However, as can be inferred from the similar explanation found in the Arthaviniścayasūtranibandhana 
by Vīryaśrīdatta （a scholar active at Nālandā in the second half of the eighth century） quoted in note 2, this 
translation resulted from the fact that the Tibetans set much value on the Abhidharma traditions of the Sarvās-
tivādins. As in the case of the translation sangs rgyas （“he who has awakened and opened up”） for buddha, one 
can see here a characteristic of Tibetan translations that resulted from their having set great store by tradi-
tional understanding of a word’s meaning, even if it was based on folk etymology, and then having attempted to 
devise an equivalent that reflected this understanding as faithfully as possible.

Ⅱ. Modern Translations of Buddhist Texts and Buddhist Terminology
 Having examined the characteristics of Chinese and Tibetan translations, I next wish to consider the pros and 
cons of Chinese Buddhist terminology, which has constituted the foundations of Japanese Buddhism.

Ⅱ-1. An Obstacle to the Intellectual Understanding of Buddhism
 In Japan, Buddhism has played an important role as the substratum of cultural traditions. It is impossible to 
speak of Japan’s cultural traditions without mentioning Buddhism, be it various forms of Buddhist beliefs, annu-
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al events, funerary rites, temple architecture, landscape gardening, Buddhist sculpture and painting, performing 
arts, or the Japanese syllabary.
 But what about the  intellectual understanding of Buddhism? Regardless of how much people may admire 
Buddhist sculpture and how many people may reflect on the passing of another year when hearing temple 
bells tolling in the distance on New Year’s Eve, make a first temple visit at the start of the year, and continue 
to value, albeit to a lesser degree, funeral services for relatives, regrettably it has to be said that the Japanese 
have very few opportunities to read Buddhist texts at first hand and deepen their understanding of Buddhist 
thought.
 There are several reasons for this. Since early times, （1） great importance has been considered to lie in the 
recitation of Buddhist scriptures, and treatises and commentaries were regarded as works to be studied by 
scholar-monks. Further, （2） the study of Buddhist  texts （both scriptures and treatises） meant studying the 
writings of sect founders and works related to sectarian doctrines, and if these were written in Chinese, they 
would be studied in pseudo-classical Japanese renditions. In addition, （3） the point of contact between ordinary 
people and Buddhist texts was deemed to lie in Buddhist services or in Buddhist tales, essays, and the like, and 
traditionally ordinary people could be said to have had few opportunities to come in direct contact with Bud-
dhist texts. Moreover, （4） since modern times the study of Sanskrit and Pāli has been pursued in earnest and 
research on the original texts of Buddhism has advanced, but in many cases, for better or worse, the tradition 
of valuing both the practice of rendering Chinese  in pseudo-classical Japanese and the use of Sino-Japanese 
equivalents of Buddhist terms has been preserved.

Ⅱ-2. Problems Surrounding the Interpretation of Buddhist Terminology: The Pros and Cons of Sino-Japanese 
Equivalents
 When it comes to deepening our intellectual understanding of Buddhism, what are the pros and cons of con-
tinuing to use Chinese translations of Buddhist terms?
 An enormous number of technical terms appear in Buddhist scriptures and treatises. While based on Sanskrit 
and Middle Indo-Aryan languages, including Pāli, many of these were translated into other languages, especially 
Chinese, and became established as terms that have been widely accepted in the world of East Asian Buddhism 
down to the present day （e.g., si shengdi / shi shōtai 四聖諦 ［caturāryasatya］, wuyun / go’un 五蘊 or wuyin / 
go’on 五陰 ［pañcaskandha］, wuwo / muga 無我 ［anātman］, and yuanqi / engi）. These technical terms include 
some that, though based on concepts of Indian provenance, were established in the course of the development 
of Chinese Buddhism （e.g., lishi wu’ai / riji muge 理事無礙 ［“non-obstruction between principle and phenome-
non”］, shijie huju / jikkai gogu 十界互具 ［“mutual possession of the ten realms”］, and caomu chengfo / sōmoku 
jōbutsu 草木成仏 ［“attainment of Buddhahood by grasses and trees”］）.
 These could all be said to reflect the finely honed intellect and sensibilities of not just Gotama Buddha, but 
also those who transmitted the sūtras and precepts （vinaya）, as well as scholars and authors of treatises. Nor 
can one overlook the efforts of those who translated the sūtras and treatises into other languages and the schol-
ars who, taking into account the philosophical background and sectarian traditions, coined appropriate terms for 
giving expression to different ideas. Traditional terminology includes many superb translations that are succinct 
and to the point, such as yüanqi / engi, wuwo / muga （or feiwo / higa 非我）, and zhongdao / chūdō 中道 （mad
hyamā pratipad）, and these have long become part of the Japanese language.
 But among traditional Sino-Japanese terms, those consisting especially of only one character─e.g., fa / hō 法 

（dharma）, yun / un 蘊 （skandha）, chu / sho 処 （āyatana）, jie / kai 界 （dhātu）, se / shiki 色 （rūpa）, shou / ju 
受 （vedanā）, and xiang / sō 想 （saṃjñā）─are not easy to understand properly when heard spoken or even if 
one knows the written character. Translated terms need to be understood with reference to prime examples of 
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their usage and in their proper context, but there are many Chinese equivalents that may give rise to misun-
derstanding. In the following I wish to consider the term ji / jū 集 （lit. “collect”） among the Four Noble Truths 

（in Chinese, ku 苦, ji, mie 滅, and dao 道）.
 The Sanskrit equivalents of the Four Noble Truths are duḥkha, samudaya, nirodha, and mārga. Among these, 
samudaya refers to the arising of suffering or to the cause （mental afflictions） underlying the arising of suffer-
ing, and so it is appropriate to translate it into English as “arising” or “cause.” The terms for the other three 
truths mean “suffering,” “suppression, control,” and “way, path,” respectively, and apart from the fact that the 
Chinese equivalent of  the third truth （mie “annihilation”） has more negative connotations than the Sanskrit 
nirodha, there are no major problems with the traditional Chinese terms.
 Next, it is important to seek out definitions or examples of a term’s usage to support a modern translation. I 
now wish to touch briefly on this point. Corroboration for the English equivalents “arising”* and “cause”** for 
samudaya can be found in the following passages, the first from a Pāli scripture and the others from Sanskrit 
treatises and commentaries.

  *Thus there is the arising （samudaya） of this entire mass of suffering.
   evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti// （SN II, p. 17.26-, 29-30）
   Thus there is the arising （samudaya） of this entire great mass of suffering.
   evam asya kevalasya mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavatīti/ （AKBh, pp. 135.5-6, 139.12, 140.21）
  **It is a cause because suffering arises from this.
   samudety asmād duḥkham iti samudayaḥ/ （AKBh, p. 5.16）
     “It is a cause because suffering arises from this” means that the aggregates which are the cause are samu

daya and that the aggregates which are the result are duḥkha.
     samudety asmād duḥkham iti samudaya iti. hetubhūtāḥ skandhāḥ samudayaḥ. phalabhūtāḥ skandhā 

duḥkham iti varṇayanti. （AKVy, p. 23.4-6）

 Why, then, did Kumārajīva, Paramārtha （who also translated samudaya as jisheng 集生 and hehesheng 和合生）, 
and Xuanzang all assign the translation  ji  to samudaya, which signifies the “arising” or “cause” of suffering? 
One possible reason  is that, when choosing a single-character translation for each of  the Four Noble Truths, 
they mechanically adopted the term ji, which was frequently employed to render the Sanskrit prefix sam-. It 
is to be surmised, in other words, that ji in jiqi 集起 or jisheng 集生 （sam ［ji］ + udaya ［qi or sheng］） had long 
been in use and this tradition was maintained by Kumārajīva and others.

Ⅲ. The Project “Construction of Bauddhakośa: A Treasury of Buddhist Terms and Illustrative Sentences”
 As was mentioned at the outset,  it  is above all a proper contextual understanding of  important terms that 
is  indispensable  for deepening our  intellectual understanding of Buddhism. Up until now, attempts to devise 
suitable modern equivalents of Buddhist terms have been made by individual researchers who were aware of 
this issue. But today it could be said that there is a growing need to provide modern translations of important 
Buddhist terms that may serve as a benchmark or as a starting point for further refinement, having first taken 
into account these valuable earlier achievements and also having properly understood the traditional Chinese 
equivalents.
 Against this background, I wish to bring this paper to a close by touching on a related project in which I am 
presently engaged, namely, “Bauddhakośa: A Treasury of Buddhist Terms and Illustrative Sentences” （funded 
with a grant-in-aid for scientific research）. We are currently holding study meetings dealing with the five cate-
gories of one hundred elements of the Yogācāra school, but the following is an example taken from the five cate-
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gories of seventy-five elements of the Sarvāstivādins, which has already been made public as part of the results 
of this project.  It  is the entry for manas kāra, one of the ten pervasive mental  functions that has traditionally 
been translated as zuoyi 作意 （Xuanzang）, etc. As well as presenting modern Japanese and English translations 
in accordance with the definition given in the Abhidharmakośabhāṣya, there are also cited the original passage 
that provides the basis for the modern translations, a Japanese translation of this passage, other relevant tra-
ditional Chinese and Tibetan translations, commentaries, translations in modern European languages, etc. （For 
further details, reference should be made to the following Web site: http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~b_kosha/start_
index.html.）

manaskāra

〔漢訳： 作意 （玄奘）, 思惟 （真諦） , チベット語訳： yid la byed pa （= Mvy no.1926）〕
【基準訳語】  傾注、心を向けること   〔E.〕 attention
【定義的用例】
〔和 訳〕   傾注とは心を〔特定の対象に向けて〕はたらかせることである。
〔原 文〕   manaskāraś cetasa ābhogaḥ/ （Abhidharmakośabhāṣya of Vasubandhu 
      ed. by Pradhan, 1967, 54,22, Chap.II v.24b）

〔玄奘訳〕   作意謂能令心警覺。（『阿毘達磨倶舍論』大正29巻19a21）  ［普光釈を見る］
〔真諦訳〕   思惟謂心迴向。（『阿毘達磨倶舍釋論』大正29巻178b15） 
〔チベット語訳〕  yid la byed pa ni sems kyi ’jug pa’o （Chos mngon pa’i mdzod kyi bshad pa 
      北京版115巻72a8）

【注釈文献】  Abhidharmakośavyākhyā: （ed. by U. Wogihara, 1932-36, 127） 
        manaskāraś  cetasa ābhoga  iti.  ālambane cetasa āvarjanam. avadhāraṇam  ity-arthaḥ. manasaḥ kāro 

manaskāraḥ. mano vā karoti āvarjayatīti manaskāraḥ.
      『阿毘達磨順正理論』:（玄奘訳, 大正29巻, 384b8-9）
      引心心所。令於所緣有所警覺。説名作意。此即世間説為留意。

【欧文訳例】  Pruden ［1988: 190］: the act of attention;
      La Vallée Poussin ［1923: 154］: acte d’attention ［quotations omitted］

【関連文献】
その他のアビダルマ文献
瑜伽行派の文献

Concluding Remarks

As we have seen in the above, in order to gain an intellectual understanding of Buddhism, one must first understand the 
meaning of  technical  terms  in their  individual contexts while constantly bearing  in mind the historical background  in 
terms of intellectual thought, and having taken into consideration subtle differences in the meanings of different transla-
tions, their nuances, and examples of their actual usage, one must choose an equivalent that is as suitable as possible and 
also easy to understand. It would seem that, as is suggested by the following statement, there was a similar awareness 
of this basic principle in the early ninth century in Tibet too, where a great many Buddhist texts were translated as a 
state-sponsored undertaking.
    Ensure that the method for translating the true doctrine is one that does not conflict with the original meaning and 

is easily understood in the Tibetan language too.
    dam pa’i chos bsgyur ba’i lugs ni don dang yang mi ’gal la bod skad la yang gar bde bar gyis shig/ （“Preface,” sGra 

sbyor bam po gnyis pa ［Ishikawa 1990: 2］）

Notes

ⅰ  唐玄奘法師明五種不翻。一秘密故不翻。陀羅尼是。二多含故不翻。如薄伽梵含六義故。三此無故不翻。如閻浮樹。四順
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古故不翻。如阿耨菩提。實可翻之。但摩騰已存梵音故。五生善故不翻。如般若尊重智慧軽浅。令人生敬、是故不翻。（Fayun 
法雲 ［Southern Song］, ed., Fanyi mingyi ji 翻訳名義集; T. no. 2131, vol. 54, 1057c7-12）

ⅱ  bhagavat = bcom ldan  ’das: gcig tu na/ bhagnamāracatuṣṭayatvād bhagavān* zhes bya ste/ bdud bzhi bcom pas na 
bcom pa la bya/ yang rnam pa gcig tu na bhaga ni legs pa rnam pa drug gi ming ste/ gzugs dang/ grags pa dang/ 
dbang phyug dang/ dpal dang/ shes rab dang/ brtson ps ste/ ’di drug gi spyi la bya/ vān zhes ’byung ba ni bhago 
’syāstīti bhagavān zhes ldan par bshad de/…/’jig rten pa’i lha bhagavān las khyad par du ’das shes bla thabs su bsnan 
te/ bcom ldan ’das shes btags/…’jig rten pa’i bhagavān ni legs ldan zhes gdags/ （sGra sbyor bam po gnyis pa ［Ishikawa 
1990: 6–7］）

  *  Cf. Arthaviniścayasūtranibandhana, Samtani ed., pp. 76.4–77.3: bhagavān iti māracatuṣṭayaṃ devaputrakleśaskandhamṛt
yulakṣaṇaṃ bhagnavān iti kṛtvā nairuktena nyāyena bhagavān/ aiśvaryādiguṇayogād vā, yathoktam –

    aiśvaryasya samagrasya rūpasya yaśasaḥ śriyaḥ/
    jñānasyātha prayatnasya ṣaṇṇāṃ bhaga iti śrutiḥ// iti/
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 As the event of the third unit, which aims to explore new possibilities for building a philosophy of coexistence 
through dialog with the philosophical and religious circles in Iran, the first symposium was held at Toyo Uni-
versity on November 6, 2012, and the second one was held at the Academy of Sciences of Iran （Teheran） on 
November 4, 2013. Both symposiums proved fruitful.
 The aim of the first symposium was to discuss the philosophy of coexistence between five philosophers and 
religious leaders invited from Iran and Japanese researchers at Toyo University. The religions and philosophies 
in Iran, which were not widely known in Japan, were established through a long history of coexistence of di-
verse religious and philosophical  traditions,  including Zoroastrianism,  Islam, Greek philosophy, and European 
philosophies from the Middle Ages to modern times. On the other hand, the coexistence within Islam between 
Shiite and Sunni Muslims and the coexistence of Islam with developed countries in the West have become se-
rious political and religious issues worldwide. First, Iran has historically played an important role in facilitating 
interaction among different cultures because  it was  located halfway between the West and the East. Today, 
where cultural and religious coexistence has become an urgent global  issue,  the viewpoint of  Iran, which we 
Japanese lack as we have always turned our attention to the West, constitutes an essential perspective that can 
suggest many things to us.
 At the symposium in 2102, presentations and discussions  involved the  issue of coexistence by both Iranian 
and Japanese participants  in  line with the themes of comparative religion between Islam and Shinto;  Islamic 
law and theology; Sufism from the coexistence of different traditions; the ideas of Henry Corbin and Toshihiko 
Izutsu, which have a profound influence over Iranian philosophers; and contemporary European philosophy as 
the first step in a dialog with Muslims in Iran. The symposium was meaningful as the beginning of joint efforts 
between the two countries that should be developed on an ongoing basis for the future through the third unit. 
The achievements made at the symposium were summarized and published as the third special  issue of  the 
Journal of International Philosophy in June 2013.
 However, the symposium in 2012 was strongly characterized as the first meeting and an attempt for joint re-
search between Iran and Japan, and while there were certain achievements, it also proved insufficient in terms 
of both detailed discussions of the themes and any deepening of mutual understanding for reasons that included 
the language barrier. These issues should be addressed in the future. Moreover, the Japanese participants took 
the  initiative  in organizing the first symposium, which  inevitably set  the tone  for the symposium. In  light of 
these issues, the second symposium in 2013 was held under the leadership of the Iranian party with the aim of 
deepening discussions and achieving greater success than the previous symposium.
 The major theme for the second symposium was to discuss “what the West （philosophy） is” in relation to 
the issue of the East and philosophy, which is, “what the East is” and to explore, based on a shared understand-
ing from the discussions, new possibilities for creative coexistence. It was an attempt to reconstruct the ques-
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tion of the East and the West, which seems to have become an obsolete motto and which has lost philosophical 
effectiveness in Japan, as a more vigilant question by learning the issues of the East and philosophy unique to 
Iran. The second symposium began with a brief  introduction of recent philosophical research  in Iran by Dr. 
Davari, director of the Academy, followed by a presentation by Professor Avani who attempted to open new 
possibilities for Eastern philosophy by tracing the history of traditional Iranian philosophy, and then a presenta-
tion by Dr. Gavahi, who discussed mutual understanding among the different cultures by using the relationship 
between Iran and Japan as a model. From the Japanese participants, Professor Nagai, IRCP Researcher, gave 
a presentation where he strived to redefine the philosophy of Nishida Kitaro anew as an “Eastern philosophy” 
with a  focus on the deeper  logic of experience, which was  followed by a presentation by Dr. Horiuchi,  IRCP 
Research Associate, who explored the sutras of early Buddhism for  its unique co-existential  thought. Active 
discussions were conducted throughout the symposium. Noteworthy achievements of  the second symposium 
included deeper discussions in smaller groups and the participation of Shiite Ayatollah Damad, who could not 
participate in the first symposium.
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Introduction

 To start with,  I would  like to welcome our distinguished Japanese guests and wish them a very enjoyable 
and fruitful stay in Iran. I would also like to thank them, and especially professor Shin Nagai and my friend Mr. 
Zakipour for the wonderful arrangements and hospitality extended to us during our last year’s visit to Japan 
and Toyo university.
 For those of you who were not present in our last year’s meeting, let me emphasize that seminar was titled 

“Towards a Philosophy of Coexistence: A Dialogue with Islam” in which Iranian delegation presented the fol-
lowing papers respectively:
　 1.   Abdolrahim Gavahi: “ ” “Dialogue between Islam and Shinto-

ism: A Precursor to Cultural Understanding and Cooperation”.
　 2.   Hojjat ul-Islam Dr. Davoud Feirahi: “ ” “Shiite contemporary schools and the rela-

tion between different religious schools and civilizations”.
　 3.   Dr. Bijan Abdolkarimi: “ ” “The Importance and necessity of Comparative Philos-

ophy”
　 4.   Dr. Seyyed Hassan Arab: “ ” “Sohrevardi and Corbin: Dialogue 

between Iranian/Islamic thought and modern philosophy”.
　 5. Dr. Bijan Abdolkarimi: “ ” “Henry Corbin’s Heideggerian Inspired Insights”.

In return, our dear Japanese hosts delivered the following lectures:
　 1. Mizoe Mori: “Motoori Norinaga’s criticism on Han’yi （Chinese mind）”.
　 2. Toshio Kuroda: “Possibility of coexistence with Islam from the point of view of comparison with Buddhism”.
　 3. Shigeru Kamada: “Co-existence with others and Islam”.
　 4. Jun-ichi Ono: “Orient as pure phenomenon”.
　 5. Shin Nagai: “Henry Corbin’s Phenomenology”.

 Our Japanese friends suggested that the theme of this year’s meeting be East （Orient） and West Philosophy 
and Culture and so it was decided that his excellency Dr. Davari, the president of the Iranian Academy of Sci-
ences, and Dr. Aavani, member of the academy, discuss contemporary Iranian philosophy, and myself present a 
paper on culture and religion in contemporary Iran.
 Another introductory point worth mentioning at this stage is the exact meaning of the terms “East” （Orient） 
and “West” （Occident） in contemporary world. Today, from cultural, political, industrial, economic, intellectual, 
and even geographical point of view, East and West have generally a different meaning than centuries ago, to 
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the extent that nowadays many scholars consider Japan to be a “Western” country, in spite of its geographical 
location in the Far East.

1. Religion in the West and East, Past and Present: the Case of Iran and Japan

 No doubt, religion has always been somehow present all over the world during the course of the history, al-
though the subject and modality of human worship has altered in the course of time. In other words, religion 
per se has been the same, yet its appearance and manifestation has changed. If we consider Iran and Japan as 
two examples of  the more eastern （traditional） and western （modern,  industrial, etc.） countries, we have to 
know that, in modern times, religion has had two completely different, if not contradictory, meaning and mani-
festation in these societies, any misunderstanding or misconception of which may lead to wrong conclusions.
 Today, in the somehow western, industrial, modern, and to a large scale secular society of Japan, religion is 
considered as an internal, emotional, personal, traditional （somehow related to ancestors）, ritual, ceremonial, an-
cestral, and de-sanctified （in fact temporal） matter much diluted and intermixed with the general culture of so-
ciety, not claiming any social, economic, political, let alone military, effect on current functions of the society. In 
Japan, many people at most consider religion to be an extra means of social relaxation and tranquility. While in 
the very religious, traditional, yet un-industrial, and somehow not modern （in the western sense of the word） 
and extremely ideological society of Iran, religion is believed to be an external, legal, social, political, and most 
important of all, governmental means of governance, physically established at all corners of society, at  times 
quite rigidly and dominantly. In this guise, at least near some sectors of society, not only religion loses its fine 
and gracious appeal, but is not, or does not seem to be, a means of mental and spiritual tranquility of the people 
at large, thus acting quite contrary to its very purpose.

Though the book is intended for the purpose of reading
It is also possible that you use it as a pillow!

 Thus, if we want to compare the situation of religion in contemporary society of Iran with any period of Jap-
anese history, it should be compared with the later part of Meiji Era （around the time of Amir Kabir premier-
ship  in Iran） when Shintoism was well established as state religion all over Japan, overshadowing Buddhism 
and the rest.
 Another point worth mentioning at this stage is that when we say religious belief is weakened in a modern, 
laic, or secular society, one should not easily conclude that thus there is no firm spiritual and metaphysical belief 
in such societies. Indeed, one may say that traditional belief in religion has been substituted by similar belief in 
modern schools such as humanism, materialism, secularism, experimentalism, socialism, humanism, communism, 
etc. In this respect, a firm belief in any idea, concept, and ideology, divine or profane, acts as a “religion”, though 
in a different form and manner.
 Along the same line, in view of our emphasis on religious belief and practice, one should not assume that by 
that we mean religion has always been the source of religious attraction, compassion, and accord, spreading 
love, peace, and cooperation among different people throughout the world. The historical evidence does not sup-
port this assumption.
 Furthermore, it is not correct to assume that tolerance and peaceful coexistence is the utmost one may ex-
pect from any religion. It is true that Qur’an, the holy book of us the Muslims, says that: “God does not forbid 
you to act considerately towards those who have never  fought you over religion nor have evicted you  from 
your homes to act fairly towards them” （60/8）.
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 Rather,  in our opinion, that is only the least of our expectations from the religion, and the ceiling of it  is to 
feed the needy, benevolence, compassion, mutual cooperation and assistance, sacrifice, forgiveness, making peace 
among people, and promoting perfection and spiritual elevation of mankind.

2. Modern Man’s Expectations from Religion

 At the dawn of  twenty-first century,  it seems that the modern man  is quite tired of so much  wars   and  
blood-shedding,  bigotry  and  fanaticism,  petrifaction and sanctimoniousity, all in the name of religion and re-
ligiosity. It also seems that the modern man is no more ready to sacrifice its temporal happiness, progress, and 
comfort at the cost of a distant, （other-worldly）, happiness promised by Taliban terrorism and suicidal acts, so 
much prevalent in the Muslim world and the middle-east.
 This kind of animosity is not a commodity well sought by the modern man, in spite of a couple of hundred 
Europeans and perhaps Americans now fighting for Al-Qa’da in Syria and elsewhere.
 Nowadays, it is the language of wisdom, science, dialogue, and mutual understanding which attracts the souls 
of humanity, and not the language of killing, destruction, and plundering sponsored by extremist groups.
 The image of Islam now portrayed in the West is much different from “ ” （Allah possess-
es bounty for everybody in the Universe） （Qur’an 2/251）, or “ ” （We have sent you as a 
mercy for everybody in the Universe） （Qur’an 21/107）, or “ ” （is religion anything but love and 
compassion?） （Imam Sadiq in Khisal-e Saduq）, and other such wonderful sayings. As late Allamoh Mutahhari, 
a prominent contemporary Shiite Scholar, says the main reason of Islam’s wrong image in the West is our mis-
representation of this great religion and the false teachings propagated under the name of Islam （Divine Justice, 
Sadra publications, p.8）.
 Also, the image of Islam, especially the fundamentalist version of it nowadays prevalent in Iraq, Syria, Paki-
stan, Lebanon, Egypt, Afghanistan, Yemen, and similar places, is so full of blood-shedding and tribal and sectar-
ian animosity that is not so representable in any foreign （non-Islamic） land including Japan, so much so that 
in my recent trips to Japan, I have noticed a considerable change of attitude of Japanese people towards Islam 
than about thirty years ago, when I first entered that country. This is a huge responsibility of all of us, the intel-
lectuals and university scholars, along with concerned clergies, to try to change such a negative attitude.

3. The necessity of rethinking religion in traditional eastern societies

 It seems that  in the age of communication and modernity, and  in the  light of scientific,  industrial, and ex-
perimental progresses of humanity, in the so-called global village in which all corners of land and all cultures, 
rituals, and practices have become so closely interrelated and well exposed to the judgment of others, the great 
religions of the world and especially the three great Abrahamic traditions deserve some through rethinking and 
new readings, thus paving the way for a new more logical, modern, and rational representation of all of them, 
promoting mutual understanding and cooperation, instead of one-sided interpretation of their respective divine 
laws resulting in destructive missionary activities.
 Today, mankind expects inter-religious and cultural dialogue between all living traditions, so that by material 
and spiritual accumulation of each and every religious and cultural belief and practice, human culture and religi-
osity first provide the very basis of freedom, right, democracy, progress, and welfare of the whole mankind and, 
secondly, eradicate the roots of poverty, inequality, cruelty, suppression, ignorance, and material and mental hu-
miliation all over the land.
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4. Summary and Conclusion

 Nowadays,  the pre-requisite of any cultural/religious understanding, cooperation, and coexistence between 
the two great nations of Iran and Japan requires a complete overhaul of some of our beliefs, attitudes, and prac-
tices in the Muslim world, devoid of all kinds of prejudices and hasty generalizations.
 Also, in Japan and elsewhere in the modern world, religion and religiousity does not mean what it means in 
the so-called eastern （orienal） traditional societies. For example, today if you ask people in Japan whether they 
are religious or not, most of them answer “No”, while if you ask them whether they believe in Buddhism, Shin-
toism, and else, most of them answer “Yes”.
 Many people say in Japan people are born Shinto, marry Christian, and die Buddhist, while the great Abra-
hamic traditions, including Islam, are certainly distinct and mutually exclusive.
 Finally,  it  seen  the  Islamic world  and  the Muslim  countries  have  to put  their  houses  on  order  first, 
and  then  try  to  communicate with  the  rest  of  the world. A  famous  Farsi （Persian） proverb  says: 

“ ” （the candle needed at home,  is  forbidden  to  the mosque）.  It  seems as 
long as we can not solve the problem of fratricide between Shiite and Sunnite Muslims in the Middle-East, any 
calling of the others to cooperation and brotherhood will go unnoticed.
 Once again I welcome you may dear friends and guests to Iran and wish you a very happy stay.

（Endnotes）

1  Paper presented by Abdolrahim Gavahi, Ph.D., research fellow and lecturer on Foreign Religions and Comparative 
religious studies in the Second meeting between the Iranian （Academy of Sciences） and Japanese （Toyo University） 
scholars on “the necessity of coexistence of thoughts between Iran and Japan”, Tehran, Academy of Sciences, Nov. 
5th, 2013.
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 فلسفه شرقی چيست؟
 کيتارو نيشيدا و توشيهيکو ايزوتسو

 
 در دانشگاه تويو) و پديدارشناسی شين ناگايی (استاد فلسفه

 ترجمه بهمن ذکی پور (دانشجوی مقطع دکتری فلسفه در دانشگاه تويو)
"آيا چنين نيست که در بنيان فرهنگ شرق چيزی، همچون ديدن صورت امری بی صورت و شنيدن صدای امری بی  

از امر عملی  برگرفته از مقدمه  صدا، پنهان شده است؟ ضمير ما بی وقفه امری چنين مفقود را می جويد. (کيتارو نيشيدا،
 ).به امر ديدنی

 رآمد: "فلسفه شرقی" کيتارو نيشيداد
ته می شود که کيتارو نيشيدا نخستين "فيلسوف اصيل ژاپنی" است. اصالت و اهميت تاريخی او در بنيان نهادن فلسفه گف 

امری قبال کرد و گام به مدرن شدن نهاد، هنگامی که ژاپن از عصر ميجی است اولين بار است. اما اين فلسفه ژاپنی برای
پذيرا  که از سنت ژاپنی نگهداری می کنيمچگونه در حالی  د غرب راجدي طقکه من در اين -که با تقاضای آن دورهبود 

مطابقت داشت. از اين رو می توان گفت که مسئله نيشيدا اين بود که اين دو امر متناقض را، بی  - باشيم و با آن بی آميزيم؟
اساس  بر اين مسئله را  فيلسوفبه عنوان يک  آن که يکی را بر ديگری فرو بکاهد، به هم پيوند زند، و افزون بر آن

بخواهيم بيان کنم: اين است که "شرق" (که ژاپن  پاسخ نيشيدا را در برابر اين مسئلهبه انجام برساند. اگر  موازين منطقی
 " غرب را "احاطه" کند.نمودی از آن است) با "نفی خود نيز

تا به دوران معاصر  که از دوران باستان ،را ه غربفلسفه نيشيدا، فلسفه ای است که می کوشد تاريخ فلسف بدين ترتيب  
به عنوان  با در نظر گرفتن فلسفه شرق و غرب "احاطه" کند. فلسفه وی با منطق شرقی ژرف و گسترده تریرسيده است، 

ربی غ دارد؛ و از منظر فلسفه شرق، فلسفه غرب را به نقد نمی کشد. بلکه فلسفه او به درون منطق  دو مبدا متناقض منافات
 می کند. ه تعبير هايدگری کلمه "تخريب"ب و1وارد می شود و آن را از درون به تعبير دريدايی کلمه "شالوده شکنی" 

عاصر ظهور کرده در مواجه با فالسفه مهمی که از دوران باستان تا دوران م به عنوان يک کارکرد مشخص، فلسفه نيشيدا 
ت اوليه منطقی آن ها، به مفروضاارسطو مد نظرند)، در عين پذيرش  ، فيخته و(در اين نوشته فيلسوفانی چون برگسون اند

و از آن جا به ورای اين فلسفه ها گذر  کند به تجربه حقيقی مستور [آدمی]خود آنان، رجعتی می  دليل محدوديت ذاتی منطق
اين جا اهميت دارد اين است که می کند. به اين کارکرد مشخص فلسفه او "احاطه کردن" گفته می شود. نکته ای که در 

"احاطه کردن" صرفا امری روشمند نيست، بلکه کارکرد خود حقيقت است. همين طور فلسفه نيشيدا معرفت شناسی هم 
 نيست، بلکه نوعی متافيزيک حقيقی است که معرفت شناسی را هم "احاطه" می کند.

ر اين جا مورد استفاده قرار می گيرد، دارای بار معنايی که مفاهيم "شرق" و "غرب" که داين بدان معناست  [بنابراين]
فلسفه نيشيدا بخواهيم  گر ما اين دو مفهوم را در کانتکستمی آيند) نيست. افيايی (از آن حيث که به تجربه درجغرا-تاريخی

سفه غرب وجود عنوان کنيم: غرب (آن گونه که نيشيدا می انديشيد) "منطق موضوعات و نشانه ها" است که در بنيان فل
اطه" غرب می پردازد، اشاره حدارد؛ و شرق، به منطقی حقيقی، که به ريشه اين موضوعات و نشانه ها [رخنه] و به "ا

 .آن را به تفصيل توضيح خواهيم داددر ادامه حقيقت درونی  دارد.
با اين حال در مقابل تعريف نيشيدا [در خصوص دو مفهوم "شرق" و "غرب"]، در تاريخ فلسفه معاصر ژاپن "شرق" و  

که به تبع آن جدال های بی حاصلی بکررات جغرافيايی گرفته می شود، -"غرب" به طور نسبتا زيادی در معنای تاريخی
، "شرق" يا "ژاپن" به عنوان امری ارتجاعی در برابر . دسته کم در حوزه پژوهش های فلسفه غربصورت گرفته است

بيشتر به هم ژاپنی"، "ارتجاع شرقی"  مدرنيته و در معنای منفی مورد استفاده قرار می گيرد (عباراتی همچون "ارتجاع
 آن رااگر  کار برده می شود)؛ که به تبع آن در خوانش فلسفه نيشيدا هم عنوان نکوهشی اخالقی [نه علمی و فکری] به

1 
 

 فلسفه شرقی چیست؟
 فلسفه معاصر ژاپنکیتارو نیشیدا و 

 
 در دانشگاه تویو( و پدیدارشناسی شین ناگایی )استاد فلسفه
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با وجودی که تا انتها نيز در درون چارچوب "فلسفه -" انديشه شرقی" در نظر بگيريم صرفا به  عنوان "انديشه ژاپنی" و
"شرق" و "غرب" دو جهتی اند که با يک ديگر مغايرت خواهند داشت. اما اين تضاد از آن جايی  -غرب" تفسير خواهد شد

جغرافيايی درک کنيم. به عالوه برای شخص نيشيدا که -را به طور تاريخیناشی می شود که ما مفهوم "شرق" را منحص
، که به دو ساختار فرهنگی "شرق" و "غرب" تقسيم می شود، به تامل می پردازد، نبايستی تنها از [منظر] حقيقتی پيشينی 

هم در اکثر مواقع معنای نيشيدا  دی وجود داشته باشد. با وجود اين شخصکه به طور ذاتی و اساسی چنين تمايز و تضا
جغرافيايی "شرق" و "غرب را در هم خلط می کند و درست از اين جاست که نقدهای -فلسفی و معنای تاريخی-منطقی

ليکن در فلسفه او "شرق" و "غرب" در اصل به . و2آغاز می شودشديدی پس از جنگ جهانی دوم در برابر فلسفه او 
در همين رابطه می  بايد فهميده شود. حقيقت و نشانه، عمق و سطح) را نشان می دهدتجربه ( عنوان مقوالتی که دو بعد يک

توان گفت که "فلسفه شرقی" نيشيدا، با فلسفه فيلسوف ديگری که انديشه ژاپن معاصر را نمايندگی می کند، يعنی "فلسفه 
انتهای اين نوشته مجددا به ارتباط  شرقی" توشيهيکو ايزوتسو، در طرح نظريه "شرق روحانی" به غايت نزديکی دارد. در

 نيشيدا و ايزوتسو باز خواهيم گشت.
 شهود و "تجربه ناب"، در مواجه با برگسون.1
، از همان بدو کار نظريه "تجربه ناب" را، که نقطه آغاز و پايان کل پژوهشی درباب خيرنيشيدا در نخستين اثر خود،  

مطرح می کند. "تجربه ناب"، يگانه موضوع فلسفی نيشيدا به عنوان فلسفه اوست، به طور صريح و بدون هيچ شرطی 
امری متافيزيکی است؛ و تجربه ای است از درون که بی واسطه متحد با خود حقيقت است. او خود اين تجربه را چنين بيان 

سوژه ای هست و نه  نه هنوزمی شنويم،  ی که رنگی می بينيم يا صدايی "آن"، 3می کند:" تجربه ناب حقيقتی است يگانه
 .4ابژه ای"

صرفا  -چنان که در غالب اوقات نيز چنين است -اين تجربه اصيل که نوعی تجربه عرفانی به نظر می آيد، در فلسفه نيشيدا 
منحصر به خواست ها و تمايالت فکری او نيست، بلکه او خودش اذعان دارد که آن، چيزی است که بواسطه تمرين ذن و 

هم در معنای جغرافيايی و هم در معنای فلسفی، اين تجربه قصد دارد که ربه کرده است. نيشيدا، به طور عملی تج
به طور کامال شهودی]  =[ منطقیتجربه ای که به طور صريح و روشن، و بدون وابستگی به  ژاپنی" (يعنی آن-"شرقی

ای زيرين آن "رخنه" و در آن ها شکاف ايجاد را به درون فلسفه غرب وارد کند، و در حالی که به اليه ه )ارائه شده است
ی است فلسفی برای اطالق به تجربه می کند؛ در خصوص آن شکاف ها به گفتگو بپردازد. در واقع اين "تجربه ناب" نام

 .ای عاری از هرگونه نام پذيری
يعنی هنوز  -نه ابژه ای" و هست نه سوژه ای هنوزهی] که اين اصل را که می گويد:" در فلسفه غرب، فلسفه های [مشاب 

بنيادين می پذيرند و را به عنوان موقعيت و وضعيتی  -آن دو)ميان سوژه و ابژه انفکاک و جدايی وجود ندارد (وحدت [تام] 
"تجربه اما، فلسفه هايی که نيشيدا از ميان آن ها به ما معرفی می کند:  ، فراوان اند.خود را از آن جا می آغازندانديشه 
) برگسون است. intuitionو "تفکر شهودی"( )durée pureويليام جيمز، و به خصوص "استمرار ناب" ( بنيادين"

ابهام  ها مفاهيم "استمرار" و "شهود" در فلسفه برگسون از پيچيدگی خاصی برخوردار است و نمی توان به راحتی از آن
جوهر است که بواسطه بی  ی د به مثابه استمرار زمانزدايی کرد؛ اما نيشيدا اين عقيده برگسون که می گويد:" حقيقت واح

اين تجربه بی  عرفانی که حاّلِ در وحدت جوهری است متفاوت می کند.درون آن ورود کنيم" را ازشهود می توانيم به 
 دارد. لسفی حقيقت در نزد او ارزشی بس واالواسطه ف

قطعی است: موقعيت مشخص و ر "تجربه ناب" نيشيدا امری در اين حالت، آن چه که با فلسفه برگسون مقايسه می شود و د 
در سانسکريت  =) [setsunaاست که با اصطالح بودائی ( حد" در "وحدت سوژه و ابژه"يک/وا" (فاز و بُعد)و جايگاه 
k a a،"ی  "آن"در هنگامی که گفته می شود:"  -را نشان می دهد) "خال/تهيت"] (اصطالحی که حالت و وضعيت "آن

 هنوزو همين طور در معنای " در می آيد؛به بيان  -می شنويم، نه سوژه ای هست و نه ابژه ای" که رنگی می بينيم، صدايی
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سوژه و ابژه، واحد و  "آن"] به کار می رود. است جدا نشده" [مقصود انفکاک يا جدايی سوژه و ابژه هنوزانفکاک نيافته/ 
ه آن ها فقط به طور مستمر "وحدت" ندارند. در ظاهر امر اگر ما چنين ای ک گونهبه  ،کثير را در يک سطح قرار می دهد

قل باور است. حتی در بيان تجربه ای عرفانی به همان نحو عرفانی امری صرفا غير ع نظری را بپذيريم، اين تجربه نابِ 
تا ابد با فلسفه عقل باور در  هم، حالت و وضعيتی که دارای معنای فلسفی باشد، نيست. بلکه حالت و وضعيتی است که

 تضاد خواهد بود.
" (اصطالح عدم استمرار"، "گسست پيشين و پسيناما در برابر اين ديدگاه، اصطالحاتی همچون: "جدايی مطلق"، " 

در  )) متمرکز شويم]"آن"[به اين معنا که هم از گذشته و هم از آينده بگسليم و در اينجا و اکنون  (در  برساخته دوگن
(چنين چيزی اساسا نمی توان  "مدِت آن"و در  "آن". در می کند مد نظر نيشيدا را بيان ""آنِ  انديشه ژاپنی و جود دارد که

که  "مدت"، "آن" .[يعنی وحدت دارند] هيچ ميانجی مشترکی به هم متحد اندگفت) سوژه و ابژه به طور مستمر و بدون 
ت. همين طور "دم/لحظه" که کوچکترين واحد زمان است هم نيس نيست. ،دادهمقايسه زمانی با امور ديگر را در خود جای 

قيقت، مفهومی ، بل خود ح"آن"، متعلق به زمان و در برابر بی تعينی حقيقت. وليکن "دم/لحظه" مفهومی است صوری
مود می يابد. به عالوه و به عنوان يگانه امر مطلق ن شته و آينده] جدا و منفک می شودگذ=پيشين و پسين [ است که از فاز

 داللت دارد. ی که به تجربه مستقيم درآمده است همبه حالت و وضعيت
برگسون به طور قطع به حالتی مشابه اين اشاره دارد. در نظر برگسون هم "دم/لحظه" زمان ساختگی است که "استمرار"  

هيچ شکل و قالبی نيست، زمان حقيقی است. افزون به  به عنوان حقيقتی که وابسته مکانمند شده، و در برابر آن "استمرار"
 و از نو پديد می آيد.به عنوان "تفاوتی ماهوی" در گسست پيشين و پسين همواره  "استمرار"بر اين 

اما آن چه که نقص فلسفه برگسون است که ماهيت "استمرار" را در حيات صرف می بيند، "نفی" و وجوه گوناگون حقيقت  
کليت  "استمرار"که "نفی" را پديد می آورد. نفی در نظر برگسون، صرفا بواسطه مفاهيم است که به حقيقت و  است واحد

که حالت و " گسست پيشين و پسين، می بخشد؛ و با قطعه قطعه کردن و فرونشاندن کثرت است که "تفاوت های ماهوی
 .ای جزئی" استحاله می يابدتفاوت ه" و به ت، را در افق مشترکی قرار داده وضعيت حقيقت اس

در مقابل، نفی نيشيدا به هيچ وجه خودش را متفاوت نمی کند. برخالف نفی برگسون که حقيقت واحد را از "بيرون" قعطه  
قطعه می سازد و چنين متصور شده است که مبادی غير حقيقی از حالت و وضعيت اصيل خودشان استحاله يافته اند؛ نفی 

"درونی" در جهت عمودی است که کامال در تضاد با نفی برگسون، باور دارد که "حقيقت از حيث انکاری -نيشيدا خود
اول بار،  سطه آن، حقيقتبوا . لذاگشايی دارد-و خود انشعابی-ر عمودی به سوی کثرت خودواحد، در درون خود، به طو

گشايی ای -انکاری يا خود-ن" است. چنين خود "واقعا حقيقت داشت بگوييم می يابد، که اگر به طور صريح تریواقعا حقيقت 
 تجربه ناب می نامد) فرصت و مجال ساختاری الزم برای حقيقت است. گشايیِ -نمايان گری، خود-(نيشيدا اين حالت را خود

]) حالت و وضعيتی است که با اصطالح Huayan[در چينی  Kegonاين مسئله در آئين بودا (به خصوص مکتب کگون 
پيوندی  ان داده می شود. با اين حال اين "همان"نش واحد همان کثير است/ يک همان دو است]=[ )ichi soku niکليدی (

 انکاری خودِ -احد است؛ و اين نفی همراه با خودخود و انکاری عمودیِ -، بلکه خودسطوح موازی ندارد مستمر و دايم با
رحله بعد که اختصاص به اين مسئله در م هم وجود دارد. انکارِی آگاهی خود -حقيقت کانون پر اهميتی است که در خود

 5" دارد به تفصيل بحث می شود.شناسی-"خود
 او در مواجه با فيخته و فلسفه تامل به خود آگاهی-بازتاب و خود.2
که حالت و  "آن"روشن کرديم که "تجربه ناب"، "شهود استمراری" برگسون را به ما معرفی می کند و از آن جا به سوی  

" ساختار "واحد همان کثير است/ يک همان دو است حالت آن چيزی است که . اينوضعيت حقيقت است پيشروی می کند
 را با خود دارد. و واحد/يک: ( واحد) در تجربه ناب) ،)، بدون ميانجی: (همان(کثير) :گشايی-نمايان گری، خود-(خود

گشايِی باطنی حقيقت واحد) را، اين بار نه در مقابل "شهود" -گری، خود نمايان-يک بار ديگر اين حالت و وضعيت (خود
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ی"، قرار داده و معرفی می کنيم. آن فلسفه ای که به روشنی بتواند ما را به آگاه-بلکه در مواجه با نظريه بازتاب "خود
 خود فيخته است. سوی اين موضوع هدايت کند و به طور منطقی در بحث ما به کار گرفته شود: فلسفه تامل به

اراده عملی در حالی که متوجه به  که می گويد:" Tathandlungآگاهی فيخته، انديشه -مقدمتا، در تامالت نظری خود 
ار "تجربه ناب" که می گويد: "امر يگانه (واحد) در حالی متوجه امر يگانه خود است، به خود باز می گردد"، به ساخت

 Tathandlungجداگانگی (وجوه متنوع) دارد، به غايت نزديک است. بدينسان، -(واحد) است، از جهت عمودی خود
ا تا ريشه و بُنش به ر -که از دکارت آغاز و با کانت تدوين می شود-فيخته برای اين که نظريه بازتاب ذهنيت دوران مدرن

آگاهی (دو/کثير) را تشکيل می دهد -پيش ببرد و به بنيان آن دست يازد، می کوشد تا به وجودی (يک/واحد) که ريشه خود
] را روشن کند. اين درست آن egoبجويد و ارتباط عميق حقيقت با من [ آگاهی خود را-باز گردد، تا از آن جا مدل خود

ور ناپيوسته به "تجربه ناب" جهش می کند، و کاری که از آن جا بدان می پردازد را، در جهت چيزی است که نيشيدا به ط
 .ارددب" تا بی نهايت از جانب آگاهِی خود جريان معکوس، به اين شکل به انجام می رساند که "تجربه نا

 "تجربه ناب" به اين مسئله بنگريم،با وجود اين که اين دو از نظر ظاهری با هم توافق دارند، ولی اگر به دقت از منظر  
Tathandlung  فيخته، هنوز هم (يا از پيش هم) به عنوان شکل آغازين بازتاب خود، حتی در محدوده بسيار کوچک

من" نوعی ثنويت يا افتراق را در درون خود دارد [به تعبير ديگر آن هنوز يا از پيش "واحد" محض نيست]. -"من" و "جز
آگاهی است که به سوی بنيانش جريان می بايد، جهش کردن از "دو" به "يک" را نمی توان -خود در روشی که فقط از

جداگانگی)، -به عنوان "دو/کثير" جدايی می يابد (خود منطقی دانست. اگر چنين چيزی را بپذيريم، هنگامی که " يک/واحد"
متفاوت از "يک" است که از بيرون "يک" به  دقيقا خود "يک/واحد" همان/مساوق "دو/کثير" نيست، بلکه "دو" مبدايی

درون آن برده شده است. اين نظريه بازتاب خود فيخته، هنوز تفکر صحيح به سوی حقيقت نيست، بلکه استيالی منطق 
  6نمودهای عينی را نشان می دهد

 اب" در نسبت با "تجربه ن نگاه کنيم،به اين مسئله اما اگر از منظر شيوه تفکر حقيقی (تجربه ناب) نيشيدا  
Tathandlungعينی را در خود گنجانده، هرگز به -، عالوه بر اين که جدايی عميق دوگانه ی افقیTathandlung  يا

ه تامل به خود ورود نمی کند، بلکه آن دقيقا تجلی ای است از "خوِد واحد". گذشته از اين "واحد"يتش، جوهری نيست که ب
يک" است.اما واحد/جداگانگی هم همواره "-ديالکتيکی دارد که در خود یبلکه آن ساختارهيچ جدايی و انفکاکی ورود کند. 

زمانمند که مدل آن است  Tathandlungکه همانند تامل به خود يا  ،در جهت افقی جداگانگی-انشعابی يا خود-خوداين 
که خود حقيقت است، و در جهت عمودی  زی است که در بنيان "انديشه ناب"نيست، بلکه چيمی شود (يا جهت می يابد)، 

پيشين، هنگامی که "آن" رخ می دهد. اين، چنان که پيشتر نيز در خصوص "تجربه ناب" ديديم، رويدادی است که فقط در 
آن زمانمند می شود (انفکاک و حرکت در جهت افقی)، رخ می دهد؛ و همين طور حالت و وضعيتی است که در آئين بودا 

 بيان می شود. )ی واحد همان کثير است/ يک همان دو است(با اصالح کليد
قرار نمی  يافته  ازپيش عينيت ،آگاهی-انند خودجداگانگی عمودی را در بعدی که آن هم-نيشيدا اين رخدادهای آغازين خود 

ه پيش می انکاری به سوی بنيانش ب-دهد، بلکه برعکس، تا بی نهايت هم برای رخدادهايی که در حيطه ی آگاهی با خود
" کارکرد خود را بازمی تاباند. اين کارکرد را نيشيدا اين گونه بيان گاهیآ-"خود رود، اهميت قائل است و اظهار می کند که

 می تاباند. زخود را بادر خود خود کند: 
در خود"  و  در دروِن خود است که با " بايد توجه داشت که در اين جا همه اين سه "خود" در واقع "يک خود" است

"درهمه آگاهی"  همين طور، وجهت مستقيم و صاف) و از بيرونخود" بودن به طور افقی (در  بيان می شود. اما اين "در
که در برابر "فراروی/استعال" است، نيست؛ بلکه خود حقيقت است که آن ها را در درون خودش  ای آگاهی)-(خود

  ندارد". یسپينوزايی کلمه است که می گويد: "حقيقت واحد بخش بيرونو اين "درهمه آگاهی" در معنای ا"احاطه" کرده 
خود را پديدار سازد]، به درون خود رخنه می کند؛ که اگر از =حقيقت واحد، پيش از آن که "در همه آگاهی" به وجود آيد [ 
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 7هميشه از پيش گشوده است). واژگان خود نيشيدا استفاده کنيم، آن مرتبه ای است که "بنيان نوئسيس" گشوده می شود (يا
آگاهی می گويد:" خودی که آگاه می شود، -"، در اين معنايی که ساختار پديداری خوددر واقع "خود، خود را باز می تاباند 

با آن، خودی که متمايز و آگاه می شود را به طور عينی بر می سازد، نيست. بلکه به اين معنا است که تا بی نهايت هم در 
جداگانگی عمودی همچون -در چنين حالتی است که خود خود را باز می تابند خود درونی حقيقت واحددر بخش 

  آيينه ای خويش را باز می تاباند، و فقط آن است که بدون هيچ شکی خود حقيقت و چيزی جز آن نيست.
حالی که [همواره] واحد  :حقيقت واحد دربدين نحو، اگر "تجربه ناب" را بخواهيم به گونه ديگری بيان کنيم اين می شود که 

يابد. اين  گذشته از آن به عنوان تصويری در خود، فقط و فقط بواسطه خود است که به جانب کثرت انشعاب می است، و
آن چه گشايی تجربه ناب بيان شده است. اما -نمايان گری، خود-به عنوان خود پژوهشی درباب خيرمسئله پيشتر در کتاب 

جداگانگی حقيقت (يعنی خود حقيقت) به عنوان حالت و موقعيتی ناب که حقيقت" در درون" خود، خود را -که در خود
آگاهی که اعيان بر می سازند نيست، بلکه آگاهی به مثابه آيينه ای است که فقط باز می تاباند. اين مسئله -بازمی تاباند، خود

کاک و جدايی که به سوی دو/کثير شدن حقيقت است، در تجربه ناب بکررات در آثار نيشيدا بازگو شده است. اين وجه انف
 که حقيقت واحد را به طور صريحی عرضه می نمايد موضوعيت دارد. 

آگاهی است که از نمودها رها -. حقيقت بواسطه خود1" بواسطه خطای ديدگاه دو وجه می يابد: آگاهی-بدين طريق، "خود 
ود يافته، به عنوان جايگاهی آگاهی که به طور عينی نم -. آگاهی، از وضعيت خود2می شود، از خود به وقوع پيوستن، و 

تصوير سازی -جداگانگی يا خود-است) که حقيقت در آن جا به طور عمودی خود در درون حقيقت (مقصود شماره 
واقعا حقيقت " می رسد وآگاهی -رای اول بار حقيقت، به خودمی شوند که ب می خيزد. اين دو در واقع يک رخداددارد، بر 

 ."می يابد
 : در مواجه با ارسطومکانحکم و .3
می کند و به سوی بنيان "نوئسيس"  "رخنه"فلسفه نيشيدا را در نسبت با فيخته، در اين که چگونه فلسفه نيشدا به فلسفه او  

"تجربه ناب" يا در "درون خود تصويری سازی" می رسد،  گشايیِ -نمايان گری، خود-پيش می رود و در آن جا به خود
آگاهی  به سوی نظريه حکم ارسطو به عنوان شاکله اصلی بنيان -در ادامه و اين بار از تامل به خود و خود معرفی کرديم.

 می کنيم.[يا "تخريب"] تفکر او حرکت می کنيم و آن را مطابق با موازين فلسفه نيشيدا "شالوده شکنی" 
. ما منطق ارسطويی را به چالش می کشد می کند و مبحث حکم در "رخنه"شيدا در اين مرحله به درون فلسفه ارسطو ني 

 اين رويکرد او به فلسفه ارسطو را در ادامه و در دو مرحله بررسی خواهيم کرد.
 از منطق موضوع يا نهاد به منطق گزاره ها.1

نهاد ارسطو اين است که مبتنی بر "موضوع يا نهاد" است. موضوع يا  يکی از شاخصه های اصلی احکام منطقی در فلسفه 
گزاره ها، يعنی موضوع مشخص می شود و سپس آن توسط گزاره های گوناگون محدود و  در فلسفه ارسطو تقدم دارد بر

گزاره يا محمول ( يمشناخته می شود. اين حالت همواره در منطق ارسطو اين گونه بيان می شود: الف (موضوع يا نهاد)، ج
 که موضوع را محدود و می شناساند) است.

اگر از منظر "تجربه ناب" به اين حالت بنگريم، "آن ساختار واقعی خود حقيقت نمی تواند باشد"، بلکه حقيقت به سطحی از  
مقابل اين ديدگاه به پيش عينيت يافته بازتابانده شده و از ساختار واقعی حقيقی منفک شده است. چنان که گفتيم نيشيدا در 

" خود حقيقت را به عنوان شکل نخست احکام باز آگاهی-خنه می کند و از آن جا "خودبنيان های احکام در منطق ارسطو ر
از منطق موضوع يا نهاد به سوی منطق گزاره انجام می پذيرد. در اين  " [بواسطه حرکت]رخنه"اين اصالحی می کند. 

ط گزاره ها ی بيرونی يا اعراض محدود نمی شود، بلکه برعکس، گزاره ها نمود پيدا می حالت موضوع يا نهاد ديگر توس
 ند.نند و موضوع را "احاطه" می کنک
وقتی که ما چيزی را تجربه می کنيم، پيش از هر حکمی، ويژگی خاصی که در گزاره بيان می شود (از قبيل قرمزی،  
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طور مستقيم تجربه می کنيم؛ که آن موجب می شود موضوع يا نهاد فرض  تلخی و شيرينی، بو و امثالهم) را از پيش و به
بشناسيم، به تعبير ديگر يک حکم منطقی [با اوصافش از قبيل قرمزی، تلخی، شيرينی وامثالهم] را محدود و (مثل سيب)شده 

ض وابسته است، امری کم در نهاد يا موضوع به اعراکه درست کنيم. بدين وسيله تجربه بی واسطه حقيقی به عنوان چيزی 
خواهد شد. در ادامه از بحث نشانه ها و موضوعات کم کم فاصله می گيريم و ساختار "تجربه ناب" را در تلقی ارزش 
 آن مشخص می سازيم. با رابطه

ت: را استنتاج می کند چنين اس حتی هنگامی که جهان ماهوی پديدارهاچنان که گفته شد در حکم، موضوع يا قاعده حکم،  
را باز می تاباند.  )الف(، (ج)است. يا   (ج) در )الف(است. اما در منطق حقيقی، در واقع بايد گفته شود که  )ج(، )الف(

شود و وجود يا  اگر اين حالت را بخواهيم در زبان پديدارشناسی بيا کنيم، اين می شود که الف در تجربه گزاره اش احيا می
اين وجه محمولی که موضع در آن است را از منظر حکم منطق حقيقی "در همه مکان بودن" د. نيشيدا عدم آن اپخه می گرد

 8است". بودن می نامند. به تعبير ديگر منطق گزاره ها "منطق در مکان
 تداوم معرفت شناسیسطوح مکان: متافيزيک و .2

با  هستند)،-مکان -را (که "دريزها در ادامه، اين منطق مکان جوهر را تمام و کمال تخريب می کند، و بعد همه چ
سپس واقعيت (متافيزيک)، شناخت دانش های  ، احيا می کند.جوهری که در مکان بازتابانده می شود بازی تصاوير بی

گوناگون (معرفت شناسی) و همين طور همه تجارب آدمی از قبيل دين و هنر ...را به عنوان انباشتی از مکان های 
، و عالوه بر آن به عنوان "محدوده خود حقيقت واحد" امکان نظاممندی را ست می گيردگوناگون به طور مستمر در د

 9در اختيار می گيرد.
 -در شناخت موضوعات از تجربه جهان زندگی روزمره گرفته تا شناخت علوم فلسفی، جملگی چيزهايی هستند که "

چيز،  يک رو مکان ها توصيف می شوند. از اين)، يا به عنوان "محدوده خوِد" (يعنی موجودات دارند -هستی–مکان 
اين که در مکان های گوناگون هست (يعنی در مکان های گوناگون محدود می شود)، می تواند گاهی موضوع  بواسطه

زمره فارغ از دانش های علم فيزيک باشد، گاهی موضوع علم زيست شناسی باشد، و حتی گاهی موضوع تجربه رو
سان منطق سطوح مکان، در نسبت با معرفت شناسی جوهری مرسوم، شناخت شناسی منعطف  بدين .مختلف قرار گيرد

 تری در اختيار قرار می دهد.
مکاِن هست ها (موجودات)" که موضوع را تحديد می کند؛ آگاهی، به عنوان موضوعی که  در بنيان " بدين ترتيب

ی ه)، در معرفت شناسی مرسوم (به ويژه معرفت شناستجربه آن ها را کامال بر می سازد (به عنوان حالتی بازتابند
 را که "ابژه و سوبژه استعاليی" يا "من استعاليی" ناميده می شود، به فعل در می آورد. کانت) کارکرد ادراک نفسانی

بر  لذا ذات آن به عنوان موضوع خارجی ايی که " ناميده می شود.نسبی عدمِ اما اگر آن از سطح مکان رخ بدهد، "مکاِن 
آگاهی بازتابنده ای است که ساخته شده و "هست (موجود)" می شود، يا به تعبير ديگر بازتابانده می شود، نيست؛ بلکه 

چون که عدم/هيچ" ناميده می شود. اما  muهمه هست ها (موجودات) را بر می سازد و محقق می کند، از اين رو آن "
آگاهِی  خود را دارد و در دورن آگاهی خود را بر می سازد، "نسبی" و هنوز ساختاِر  آن هنوز فعل خود حقيقت نيست،

  ناميده می شود.
بدين نحو، اين "مکاِن عدِم نسبی"، و همين طور "مکاِن عدِم مطلق" که مکان غايی تمامی سطوح است، به بُعد خود 

بلکه بُعد عدمی خود حقيقت است که هستی" ای ندارد، -مکان-حقيقت "رخنه" می کند. اين مکان غايی هم ديگر هيچ "در
داشتن" چيزی محدود بر چيز ديگری نمی شود (به تعبير ديگر  -هستی -مکان  -بنابراين، بواسطه "در هيچ بنيانی ندارد.

(اصطالحی بر  10"رويداد آغازينحقيقت به طور صريحی در "و فقط چيزی حمل بر چيز ديگر نمی شود)، بلکه فقط 
به طور دقيق تر آن، حتی اگر نگوييم که "حاضر است (وجود دارد)، پيش از وجود  ضر است.حا )ساخته شوزو کوکی

 داشتنش، فقط و صرفا "روی داده"، فقط "پديدار شده"، و به عنوان تصويری بی جوهر از ورای عدم فقط خود را باز
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تجربه ناب يکی شده، و در "گسست پيشين و پسيِن"  "آِن" سپس آن، بی آن که امتداد زمانی داشته باشد با می تاباند.
(اصطالح برساخته دوگن)، در فاز پيشين و پسينش بدون پذيرش هيچ شرطی "خودش را فقط در خودش" متجلی می 

می شود، بلکه آن بر چيزی می پذيرد و نه متوقف  ، هرگز نه هيچ حدیيا اين [وضعيت] پديداریاين مسئله، کند. 
صرفا از  يد می کند، و در معنای حرکت بی وقفه ای است که همواره و به طور برق آسا می آفريند.همواره خود را جد

اين رو فلسفه نيشيدا صورت حقيقی خود واقعيت است که به دليل محدوديت بنيادينش (از منظر منطق موضوعات و 
 نشانه ها) نمی توانسته ظهور يابد

 خاتمه و جمع بندی
مثابه تجربه ای ناب به که گفته شد فلسفه نيشيدا می کوشد :حقيقت يگانه (امر مشرقی) که  مطابق آن چهبدين گونه 

وجودات پديداری (امری غربی) وارد کند و آن را از بنيادش "احاطه" مگشايی دارد، را به جهان -نمايان گری و خود-خود
پاسخ دهد. اما چنان که  يد با غرب بی آميزيمن مسئله که در عصر ميجی جان گرفت که چگونه بانمايد؛ و همين طور به اي

منطقی شرق و غرب را به -در مقدمه نيز گفتيم فلسفه او پيوندی خاص با تجربه عرفانی دارد.اما او گاهی معانی فلسفی
دث پس از جنگ جهانی دوم و در . البته دليل اين امر را بايد در حواجغرافيايی آن می آمزد-آسانی با معانی تاريخی

 جامعه ژاپن بازشناخت. ص وضعيت آن زمانخصو
در خاتمه برای اين که به مقام فلسفه نيشيدا ارج گذاشته شود، فکر می کنم که مختصری اشاره به مفهوم شرق و غرب در  

اين  اين رابطه در باشد. در "شرق روحانی"  مفيدند ايزوتسو و مفهوم م تاريخی هانری کربن و فلسفه شرقی نظام-تفکر فرا
يم شرق و غرب در نزد وی، مفاهيمی نمی توان به تفصيل سخن گفت اما تفکر شرقی نيشيدا و مفاه بيش از اين ا ديگرج

حتی با وجودی که آن ها در روش  د.نکه قرابت زيادی به مفاهيم شرق و غرب در نزد ايزوتسو و هانری کربن دار هستند
ه نيشيدا منطق يک راه و يک هدف را می جويند.غرب در نگاشناسی با هم اختالف دارند، می توان اذعان داشت که 

است که بنيان آن بواسطه مفاهيم کلی به بيان در می آيد. اما در برابر اين غرب، شرق است که  موضوعات و نشانه ها
جداگانگی خود را آشکار می سازد. اين -حقيقت واحد را شهود می کند. حقيقت واحدی که با خود ،بواسطه تجربه ناب

در قالب  مکتب کگون يا ابن عربی که در نزد رهبانان و متفکراناست نمايان گری همان چيزی -جداگانگی و خود-خود
فکران مکتب کگون و ابن عربی را در مقاله واحد پديدار می شود. ايزوتسو اين ساختار شرقی نزد رهبانان و مت امر تجلی

ای تحت عنوان "آزادی کامل اشيا، آزادی کامل حقيقت" به مقايسه برده و ساختار متافيزيکی آن را مورد بحث قرار می 
دهد. می توان گفت که ايزوتسو در اواخر عمر عالقه وافری به روش پديدارشناسی [شبيه به روش پديدارشناسانه نيشيدا] 

آن  بیبه سوی آن هدايت کند،  طه روش ايزوتسو که می تواند ما رادا، به واستفسير شرق پيدا کرده بود. فلسفه نيشي برای
 از مرزهای تاريخ و جغرافيا در می گذرد، و که مکان های جغرافيايی شرق از قبيل هند و چين غيره را در نظر آورد

و انديشه متفکران هند و چين و ژاپن، در فراسوی تاريخ می تواند به  جهان شرقی را از نوافالطونيان گرفته تا ابن عربی
  گفتگو بنشاند.
 يادداشت ها:

در نظر من، شالوده شکنی دريدا، در نسبت با "تفاوت های وجود شناسی" که در "تخريب" هايدگر استقرار يافته، از .1
می گريزد و بعد پديداری گسترده تری را  بعد عميق تری برخوردار است، حتی آن از "تفاوت های وجود شناسی" هم

دربرابر ما می گشايد. با اين حال اگر از خود زبان نيشيدا بهره بگيريم، شرق "نفی خود" می کند و حتی وجود را هم 
 "احاطه" می کند. 

ه عنوان ، اثر پس از دوران جنگ نيشيدا نمونه ای خوبی بدست می دهد. او در اين کتاب بمسئله فرهنگ ژاپنکتاب   .2
امری که ساختار بنيادين حقيقت را آشکار می سازد، "جايگاه عدم مطلق" (توضيح داده خواهد شد) را، که آخرين 

 .با خاندان امپراتوری يکی می گيرداصل فلسفی اوست، به لحاظ تاريخی، 
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 فصل اول، بخش يکم.، 1980و  1950، چاپ انتشارات ايوانامی، پژوهشی درباب خير.3
 ، فصل اول، بخش يکم، تجربه ناب را توضيح می دهد.13همان، صفحه .4
 جداگانگی-برای توضيح اين حالت اگر بخواهيم از زبان هانری کربن استفاده کنيم، خود انکاری عمودی حقيقت يا خود .5

جهت افقی سون) به غلط و در ) وقتی که (همانند نفی برگاست/ يک همان دو است کثير (وجوه متنوع امر واحد، واحد همان
کثير را در باطن که هم واحد و هم " (همان) Soku، موضوعيت يابد و نمود پيدا کند؛به عبارت ديگر "فهم شود به غلط

توحيد و چند خدا پرستی به ميان می آيد. کربن اين نوعی پارادوکس ميان به نيسان و فراموشی سپرده شود،  خود پيوند داده
 در اين خصوص نگاه کنيد به هانری کربن،رشته شناسی سهروردی مرتفع می سازد (را بواسطه ف تجليات برآمده از حق
 یجداگانگی حقيقت-). اگر ما اين را در فلسفه نيشيدا بخواهيم بيان کنيم: "خود انکاری يا خود1981، پارادوکس يکتاپرستی

دارد [به تعبير ديگر وجوه متنوع  واحد است که واحد در حالی که متوجه واحد است، به طور باطنی وجوه متنوع خود را
 .خود را پديدار می کند]

با اين حال، اين نکته تا علم شناسی فيخته متاخر به چشم می خورد و بررسی جزئی تر و دقيق تر آن ضروری است. . 6
 .از اهميت به سزايی برخوردار است Yoshihiro Nittaدرباره اين مسئله آثار يوشی هيرو نيتتا 

بلکه  ،اين تجربهٴ ناب نه تنها صورت اصلی هر تجربهٴ حسی و هر تجربهٴ عقالنی است نيشيدا گمان تعبير ساده تر،بهبه .  7
کند. به عقيدهٴ او صورتی از  آگاهی را نيز تبيين می-است. نيشيدا بر اساس همين تجربهٴ ناب خود حقيقتصورت بنيادين 

سازد. در اين  انديشد يا خود را مثل آيينه در خود منعکس می ودش میآگاهی وجود دارد که باطناً در درون خودش به خ
فيلسوفان اسالمی اتحاد عاقل و معقول  ه تعبيرشود تمايزی وجود ندارد و ب انديشد و آنچه که انديشيده می که می حالت بين آن

 م..انددهد. به نظر او در خودآگاهی، تجربهٴ مستقيم و انديشه متحد رخ می
 .که ما همه چيز و در همه جا هستيمعبارت ساده تر، ما امری خاص و جزئی نيستيم، بلبه .  8
در اين مورد می تواند آگاهی بخش باشد. نيشيدا آن را از تجريه شهودی حقيقت مورد شالوده  نظام هگلیبی ترديد  .9

حرکت مفهومی نيست، بلکه آن خود  چيزی که در اين جا مسئله است، ديالکتيک به عنوانشکنی قرار می دهد. از اين رو 
تجربه ناب است که در آن وجودی که بن عمودی اش را می شکند (يعنی شرق) با نمودی غير وجودی (يعنی  انکاری-

 غرب) رابطه ديالکتيکی برقرار می کند.
. اين اصطالح " اصطالحی است برساخته شزو کوکی فيلسوف ژاپنی که شاگرد نيشيدا و هايدگر بودرويداد نخستين" .10

به جهاتی شبيه برهان عليت است. منتهی اين فرض را قرار می دهد که اگر همه چيز را هم تصادفی فرض کنيم، با علل آن 
 ها به رويداد يا تصادفی آغازين باز می گردد.م. 
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Ⅰ.

The Meiji Restoration heralded the commencement  in earnest of  the modernization of Japan. Faced with the 
looming necessity of  fostering a rich country （with a） strong army by way of the rapid development of a do-
mestic system for promoting Japanese  independence and security to counter the encroachment  into Asia of 
the Western powers,  the  leaders belonging to the new government believed that  the aggressive adoption of 
Western modern civilization was urgent business. In response, they quickly unveiled a series of measures for 
the Westernization of the country. Amane Nishi （1829–1897）, Mamichi Tsuda （1829–1902）, and other Western 
scholars who came together to form Meirokusha responded positively to and took up, in their capacity as pri-
vate citizens, the role of promoting these measures for Westernization as put into effect by government leaders 
at the time. Nishi and Tsuda studied for approximately two years in Holland, where they were drawn, under 
the tutelage of Leiden University professor Simon Vissering （1818–1888）, to the world of Dutch ideas that were 
prevalent at the time as well as to utilitarianism, a predominant theory of a generation in Europe as espoused 
by Englishman John Stuart Mill （1773–1836）, and positivism, an idea that was put forth by Frenchman Auguste 
Comte （1798–1857）. After absorbing these philosophical concepts, they returned to Japan to introduce them to 
their compatriots. Such scholarship was exceedingly timely for the modernization of Japan, which was then ori-
ented towards practical branches of learning. In search of a hub of ideas for modernizing Japanese people’s lives 
and their way of thinking, Nishi, Tsuda, Yukichi Fukuzawa （1834–1901）, Hiroyuki Katō （1836–1916）, and other 
Western scholars who came together to form Meirokusha focused on the modern Western philosophies of pos-
itivism and utilitarianism and endeavored to transplant them into the fabric of Japanese society. In particular, 
the written works of John Stuart Mill were widely read in order to understand modern notions of human rights 
and social rights or as the ideological cornerstones of the civil-rights movement. Translated by Keiu Nakamura 

（1832–1891） and published in 1871, John Stuart Mill’s On Liberty garnered broad exposure and helped signifi-
cantly to spread the idea that an individual enjoys certain freedoms and rights. The arrival of the second de-
cade of the Meiji era, however, saw attention given to the works of Mill fade as works relating to social Darwin-
ism as espoused by Herbert Spencer （1820–1903） were actively being introduced and translated and published 
in large numbers. In particular, The Theory of Social Peace, as translated by Ko Matsushima, was referred to 
by Taisuke Itagaki （1837–1919） as a textbook on democratic rights and read by many who strove to be exposed 
to its contents.

Nevertheless, from around the middle of the second decade of the Meiji era, Germany, an underdeveloped coun-
try in Europe, began to garner attention as a neo-capitalist country just as Meiji government absolutism began 
to  take hold.  In November 1881, House of Peers member Kowashi  Inoue （1844–1895） endorsed measures  to 
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bring the democratic rights movement, which was then giving rise to anti-government language and conduct, 
under control. He proposed to guide newspapers and fortify the government school system, promote the study 
of the Chinese classics and teach the way of devotion and allegiance, and encourage the study of Germany and 
dampen the enthusiasm for British and French ideas that could stoke revolutionary notions. Among the coun-
tries of Europe, Germany at the time was especially notable for being led by a form of government built around 
a royal household, such that it was believed that encouraging German studies would be helpful  in fostering a 
conservative spirit. The administration of government henceforth stayed more or less true to this path of oppo-
sition to the democratic rights movement. Academic philosophy in the middle of the Meiji era also came to be 
constituted in line with this shift from English-French studies to German studies.

Ⅱ.

Incidentally, the reception of modern Western philosophical thought during the Meiji era encouraged people to 
fundamentally reflect on Japanese studies and ideas that had been cultivated on a traditional basis. Indeed,  it 
would not be an exaggeration to suggest that Japanese people at the time had been most directly exposed to 
Confucian knowledge since the Tokugawa era in terms of their mode of living and mode of thought. When the 
generation of intellectuals born in the early years of the Meiji era learned languages and felt their hunger for 
knowledge aroused, they found that what was primarily available to them were the Chinese classics. The use 
of these works to satisfy their own curiosity served as their scholastic springboard. Confucian ethical traditions 
were meaningful during the Meiji era as can be seen in the example of An Essay on Modern Japanese Church 
History as written by Aizan Yamaji （1864–1917） in which he wrote: “While  I have rejected the teachings of 
Confucius, I nevertheless regard the way I must live as a human being and the providence of heaven to be one 
and the same. I simply cannot ever forget the attraction of Confucian teachings that sees the essence of moral 
sentiment as being timelessly immutable.” 1

How did modern Japanese philosophers, steeped as they had been in such traditions, receive or grapple with 
modern philosophies as unique academic products of the West? A salient feature of Western philosophies, which 
began in ancient Greece, is their adherence to a coherent system. In other words, they can be traced back to 
ultimate principles that constitute the fount of all knowledge, on top of which all systems are constructed. Thus, 
the  fundamental concern of philosophy was rooted first  in the quest  for ultimate principles and  in the explo-
ration of  the means by which all knowledge can be accordingly organized. Philosophy described the classical 
mindset of learning in Western Europe. The establishment of modern science, however, represented a revolu-
tion that upended this classical mindset of learning. Science is academically characterized not by the deductive 
method of demonstrating  truth based on an assumption of ultimate principles but  instead by the  inductive 
method of  learning as carried out primarily  through experimentation and verification  in  line with empirical 
facts. In this sense, Western studies  in Japan truly constituted an empirical science. The philosophy that was 
transplanted into Japan at the beginning of the Meiji era was also the modern philosophy of Western Europe, a 
philosophy that had prevailed since the Scientific Revolution. The characteristic essence that helped make the 
modern age truly unique can be summed up by the notion of separable ideas. First,  the separation of human 
beings  from nature  is  indeed a salient marker of  the modern age, which coincided with the establishment of 
science in modern times. The world since modern times began is rendered most distinctive by the culture of 
science and technology. Cognizant actors as discerned through  inseparability with the concomitant discovery 
of objective, mechanical nature could also be described in terms of the self-awareness of human values and the 
discovery of the universal self or mind. In other words, a sharp line was drawn between the subjective and ob-
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jective ways of looking at things. As a method of thinking to be forged by awareness-based subjectivity, exter-
nal law, beginning in the Meiji era, represented a groundbreaking way of looking at things to which Japanese 
people were forced to face for the first time in the course of contact with Western thought.

Incidentally, the neo-Confucianism that formed the bedrock of Confucian thought as an ideological tradition dat-
ing from the Tokugawa era emphasized practical ethics based on the Four Books: the Analects（『論語』）, the 
Book of Mencius（『孟子』）, the Great Learning（『大学』）, and the Doctrine of the Mean（『中庸』）. The underly-
ing foundation of neo-Confucianism reflects a unification of human beings and heaven and earth according to 
the same principles. The notion that moral grounds are to be sought in heaven and on earth （“the compassion 
of heaven and earth as one body”） is a highly salient aspect of this thought. Thus, moral  issues plaguing hu-
man beings are to be resolved by dispelling selfishness and self-interest to become one with heaven and earth. 
Confucian tradition, which seeks to subsume human beings  into eternal nature, rigidly distinguishes between 
subjective and objective ways of thinking and represented the polar opposite of modern Western epistemology, 
which subordinates the world to cognizant actors.

Ⅲ.

From December 1892 to February 1893, Rikizō Nakajima （1858–1918） introduced Prolegomena to Ethics by 
Thomas Hill Green （1836–1883） in articles entitled About British Neo-Kantianism that were published  in the 
Journal of the Society of Philosophy. After setting forth essays on the theory of knowledge and the theory of 
ethics, Green’s theory of self-realization enjoyed a degree of popularity in the realm of ideas. According to Ka-
zuyasu Watanabe, this was discussed and understood particularly in the context of Confucian ethics. In the pref-
ace of The Philosophy of Japanese Neo-Confucianism, Tetsujirō Inoue （1855–1944） argued that the moralism of 
neo-Confucianism “frequently corresponds to and is the same as aspects of British neo-Kantianism as espoused 
by the likes of Green Muirhead.” Likewise, Shigeta Oyanagi （1870–1940）, a scholar of the Chinese classics, wrote 
that  the theory of self-realization “conforms closely to the explanation of  the Diagram of  the Great Ultimate 
as put forth by neo-Confucianism and Confucianism in that our minds are seen as being subject to none other 
than the workings of the Great Ultimate” in “The theory of self-realization and the ethics of Confucianism” as 
posted to the Journal of the Society of Philosophy in October 1905 （p. 242, Issue 224, Vol. 21）.2

In  fact, Green’s views were exceedingly easy to digest  for people raised  in the Confucian tradition. Forming 
an aspect of his Prolegomena is a strong awareness of personality, the basis of which is self-realization. Green 
studied the philosophy of German idealism as put forth by the likes of Kant and Hegel and eventually became 
emblematic of neo-Hegelism in Britain. He envisioned transcendent spiritual principles as derived from all phe-
nomena and believed that the actual world was steeped in these principles. It is on the basis of this framework 
that he came up with his theory of self-realization. In other words, according to Green, the human spirit may be 
nothing more than the expression of the transcendental spiritual principles of the universe. Nevertheless, this 
expression occurs only after experiences are unified in the awareness of each individual, such that the self only 
becomes the true self when the self is unified as an expression of the absolute mind. Proximate to this unifica-
tion is the personality and the realization of the true self constitutes goodness of the self as well as a common 
good. This thinking, as espoused by Green, calls  for “xing  is  li（性即理）” and  is clearly highly similar to the 
neo-Confucian ethics that exhorts human beings to return to the nature of  inborn （本然之性 benranzhixing）. 
The idea that self-realization concurrently brings about a common good corresponds to the points set forth in 
The Great Learning （own persons, own families, own states, and the tranquility and happiness of the whole em-
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pire）. In other words, this idea is similar to the basic notion that respect for the individual （through a suppres-
sion of personal lust and a rigid tempering of the self） will be channeled into the sense of ethical responsibility 

（among leaders） exercised in the public realm.

From the  fourth decade of  the Meiji era, personal and  idealistic ethics, which  incorporated the movement of 
German idealism represented by Kant and Fichte, were being actively adopted and introduced. While this rep-
resented a chance to promote a sense of individuality in terms of ethical personality, a dispute was raging at the 
time between those who subscribed to the British school of personal idealism （Seichi Yoshida） and those who 
subscribed to the German school of absolute idealism （Sadakichi Kitazawa and Tadayoshi Kihira） over the es-
tablishment of a metaphysical basis for such ethics. Sanjūrō Tomonaga （1871–1951） explored the significance of 
the philosophical history of this issue in his Musings on Personality and Philosophy in 1909 and discussed the di-
rection that Meiji philosophy should take.3 In the course of this exercise, he divided philosophy into three types: 

“philosophy centered on the personality and contrasting philosophies based on absolutism and naturalism” and 
indicated that ethnic distribution  for each  is possible.  In other words,  the personality-oriented philosophy of 
Britain and the United States “deprives the individual mind of metaphysical values.” German absolutism （spiri-
tualism and pantheism） harbors a “tendency to magnify or reject personality” while French naturalism harbors 
a tendency towards sensationalism, hedonism, determinism, and materialism. It has been determined that each 
set of ideas will be made to assimilate with the tendencies of whatever country into which it has been imported. 
Incidentally, while the importing of a personality-oriented philosophy was highly significant for Japan as a coun-
try that adopted a constitutional form of government and a system of local government, it was indicated that 

“needless to say,  the original  ideology governing our country corresponded to either a magnified personality 
or rejected personality in both a good and a bad sense” and that “the Buddhist ideology of selflessness broadly 
and profoundly controls the sentiments of the people as they flounder in the darkness; yet, universal customs, 
as relics of feudalism, give further rein to impetus.” In this connection, Tomonaga predicted that “once personal 
idealism is introduced to Japan, the magnification or rejection of personality will be imposed to some extent.”

As predicted by Tomonaga, many examples involving the construction of German philosophy through Japanese 
traditional Buddhism and neo-Confucianism subsequently arose. These include ideas on religious exaltation ev-
ident in Genshô-soku-Jitsuzai-ron （the idea that phenomena are nothing but a true ultimate reality）, as written 
by Tetsujirō Inoue; Shinnyo-busshin no Sôsoku-ron, as written by Enryō Inoue （1858–1919）; Seishin-shugi, as 
written by Manshi Kiyozawa （1863–1903）, a thinker who expounded on the deliverance of the self through rec-
onciliation with absolute beings corresponding to a magnified personality; and Yo ga Kenshin no Jikken （1905）

（『予が見神の実験』）, as written by Ryōsen Tsunashima （1873–1907）. While Setsurei Miyake （1860–1945）, who 
leaned towards Romanticism, also appeared on the scene and published Uchū（『宇宙』） and other works based 
on the harnessing of sublime metaphysical speculation, Mineo Hashimoto aptly gave the name organismic phi-
losophy to a unified, overall perspective on true being as the means by which non-duality can be achieved.4

Ⅳ.

Incidentally, what  is an organismus （organic body） or das organische （organic being）? According to the Kō-
jien dictionary （fifth edition）,  it  is something “for which many parts are organized  into a single entity with 
each part unified under a given purpose, such that the parts and the whole are bound together by necessity.” 
To elaborate, the term refers to a living whole constituted by the unification according to a single principle of 
different parts, each of which operates differently. The parts of an organismus do not simply come together to 
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form outwardly accidental relations by some disorderly process. Instead, each part forms certain inwardly nec-
essary relations with the whole and with all other parts. The principle unifying the whole is not conferred from 
outside but exists within itself. A good example of an organismus is a living organism. The term also applies to 
the nation, society （social organic theory）, history, the cosmos, and other unified entities.5

In The Phenomenology of Spirit, Hegel  summarized his views on organismus as  follows.6 That  is  to say, an 
organismus “exists  to maintain  itself while relating  to others.” In other words, an organismus exists  to  fur-
thermore ceaselessly return the self and maintain the self while relating to others at all times; it exists for the 
purpose of the self. This purpose inherently exists in an organismus, such that all actions and all processes rep-
resent processes to fulfill this purpose. An organismus seeks to fulfill its own purpose by returning to the self 
while relating to others; thus, it is unable to exist without others. Its relationship to others is itself internal and 
essential and it relates to others in the same way that a cause is related to its effect; it becomes subsumed in 
the process of realizing its own purpose and will treat its relationship to others as an opportunity towards this 
end. If one were to see things from the standpoint of a mechanical theory, the individual first exists on its own 
terms, such that relationships with others will emerge as extrinsic relationships of cause and effect. Here, the 
purpose is not intrinsic but is rather nothing more than something that is entirely imposed from the outside. In 
other words, in contrast to a divisible outwardly accidental uniformity possessing an inorganic mechanical per-
spective on nature, nature from an organismic perspective on nature consists of “beings perceiving one another 
through a state of mutual harmony as individual beings aspirate onto the whole” as aptly expressed by Goethe 
in Faust. According to his morphology, everything that can live forms itself according to an archetype and its 
metamorphosis; as such, everything undergoes differentiation and identity is maintained. In other words, inner 
essential uniformity exists in nature and congruent attributes are possessed by all.

The purpose of an organismus as referred to here is nothing less than life. It is in life that specified beings and 
universal beings as well as limited beings and unlimited beings become mutually subsumed and unified; thus, 
meaning  is given to each  individual part and to each  individual process. A mechanical perspective on nature 
that ascertains nature only by way of the law of causality to which individual beings are subject cannot express 
the reality of nature. Such a perspective only results in the destruction of the organic linkages possessed by na-
ture.

Nevertheless, organic, ecological nature steeped in life can never constitute objective nature as ascertained by 
awareness-based subjectivity on a targeted basis. If anything, each individual person exists at all times in his or 
her spot, which is, in a manner of speaking, the location to where the individual has been flung and in which the 
individual has been enveloped. The modern Western perspective on mechanical nature regards such nature as 
the target of contraposition to awareness-based subjectivity, such that nature is seen as comprising inorganic 
substances that are capable of dying and that have come to be handled as materials for processing with scientif-
ic technologies. It is as if living nature in its primary glory has been forgotten.

Let us return to the main topic at hand. German idealism was introduced in detail to Japan beginning in the 
third decade of  the Meiji era. While such  idealism may have been grasped  in  terms of mystifying, religious 
aspects, attempts  to discern such underpinnings  in European scientific  theories was a unique aspect of  the 
world of philosophy at that time. The aforementioned Tetsujirō Inoue and Enryō Inoue were most active in this 
sphere. The basic hallmark of their philosophy was rooted in the recognition of unwavering metaphysically ab-
solute beings known as real existence and true thusness at the core of phenomena. In particular, Tetsujirō Inoue 
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used and discussed the theory of energy as it was applied in the natural sciences. Irrespective of such scientific 
theories, their philosophical standpoints could be succinctly summarized in the notion of phenomena as reality. 
In other words, real existence is thought to subsist right in the middle of phenomena rather than exist as part of 
the background of phenomena. This is the mindset for monism of the true form （where transcendent beings are 
not outwardly assumed）, which forms the core of the thinking behind Mahayana Buddhism. This is expressed 
in the following formula in Awakening of Faith in the Mahayana（『大乗起信論』）, an important Buddhist treatise 
to be discussed later: “All beings are nothing but a true reality-principle. A true reality-principle is nothing but 
all beings.（万法是真如、真如是万法）”

The philosophical perspective espoused by Tetsujirō Inoue is also referred to as ennyū realism. The term ennyū 
（円融 perfect and fused together） is derived from ennyū sōsoku, a term that appears in the Tendai doctrine （re-
ality-principle establishing that all existences are in themselves perfect and interfused）. While this thinking was 
disclosed in volume twelve of the Philosophy Journal, his theoretical perspective had already been presented in 
A New Theory on Ethics, which was published at the height of the democratic rights movement in 1883. Uni-
versal establishment and power （energy） were asserted as concepts that lay hidden as part of the background 
of global phenomena.  It was explained that the accommodation of  trends in power was the essence of ethics. 
However, this power or reality subsists right in the middle of phenomena rather than exists as part of the back-
ground of phenomena. This represents nothing more than Oriental pantheism, or the conversion of Buddhism 
into a philosophy. The following may give some  insight  in order to understand what universal establishment, 
power, and reality, as emphasized by Tetsujirō Inoue, means:

    Do persons who can clearly explain the  fundamental basis on which all  things are established carry out 
this task in today’s world? Space, time, and power are all nothing more than phenomena arising out of our 
awareness. Thus, we only trust that the existence of all things  is formed through phenomena that disap-
pear from and appear before our eyes. The connections to the establishment of all things are in fact unfath-
omable, feared, regarded as divine, respected, and worshipped.7

In Buddhism, true thusness exists as something that unifies the discriminatory world from its foundation; indeed, 
this true thusness  is embodied in all phenomena. According to Inoue, however,  it cannot be denied, with elec-
trons constituting real existence and efforts made to scientifically prove the existence of real existence, that the 
blatant distortion of arguments is being perpetrated. In addition, this real existence is not the subject of aware-
ness but is richly imbued with a Buddhist palette in light of the explanation that it is to be intuited.

Ⅴ.

The Buddhist notion of ennyū realism as espoused by Inoue came to be influenced by Tanzan Hara （1819–1892） 
and corresponded to the philosophical principles contained in Awakening of Faith in the Mahayana, which was 
selected as a textbook for a course on Buddhist scriptures at the University of Tokyo. In other words, phenom-
ena as reality is the generic term that was given to certain metaphysics and transcendental realism as asserted 
by some of Tanzan’s students, including Tetsujirō Inoue, Enryō Inoue, Manshi Kiyozawa, and Setsurei Miyake 

（1860–1945）. Tanzan carved out a path of research based on Buddhism being regarded as a philosophy of the 
mind or as  Indian philosophy by comparing the philosophical contents of  the  fundamental doctrines of Bud-
dhism with Western philosophies. Young people who were fascinated with the new Western philosophies were 
once again made aware of the fact that an original philosophical framework comparable to Western philosophies 
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had existed since ancient times in Japan, a country on the eastern edge of Asia, and urged to adapt the contents 
of this Oriental thinking into the conceptual structure of Western philosophies. Consequently, they gave rise to 
the philosophical perspective that later came to be known as philosophy as reality.

In 1877, the University of Tokyo was established. Hiroyuki Katō （1836–1916）, then head of the faculty of liter-
ature at the University of Tokyo and an aficionado of philosophy, paid a visit to Tanzan Hara （1819–1892） and 
implored him to serve as the first lecturer for a course on Buddhist scriptures that would be newly set up by 
the university.8 In this way, Tanzan came to be placed in charge of this elective course on Buddhist scriptures 
as offered by the faculty of literature at the University of Tokyo beginning in November 1879. Tanzan wrote an 
annual report to the university authorities as follows:

    From November 1879 to June 1881, I will be giving lectures to resolve issues posed by the three main Bud-
dhist sutras─Sutra of Perfect Enlightenment, Awakening of Faith, and Treatise on the Hundred Dharmas
─at this institution （university） as ordered by the president of the university. In September of the same 
year （1882）, Buddhism will be referred to as Indian philosophy and added to the regular coursework as 
given by the faculty of literature. That this institution has seen fit to begin counting Buddhism as a part of 
the university’s course load in this manner gives me great pleasure. Two textbooks to be placed under my 
charge have also been assigned; they are Fukyohen and Vimalakirti Sutra. ［The remainder has been omit-
ted.］9

His course on Awakening of Faith in the Mahayana, going so far as to teach students to think about true thus-
ness and reality  in connection with the metaphysics of German  idealism, was philosophically more advanced 
than anything else among the Buddhist doctrines being explored at the time. While the name of the “course on 
Buddhist scriptures” was changed to what is now referred to as “Indian philosophy” in 1882, Tanzan did not 
think of Buddhism in terms of the Western notion of religion, that is,  in terms of integration with a transcen-
dental absolute being in whose image man is conceived. Indeed, regarding Buddhism as an Indian philosophy 
or philosophy of the mind yielded an area of Buddhist study through the understanding and interpretation of 
aspects of the understanding of existence in accordance with the transformation of the one spirit of all  living 
things. Thus, it was utterly no surprise at all that his favorite Awakening of Faith in the Mahayana （hereinafter 
referred to as Awakening of Faith） was selected as a textbook. It goes without saying that the exponents of phi-
losophy as reality, without exception, were students who attended classes for the course on Buddhist scriptures 

（Indian philosophy） as held by Tanzan.

Tetsujirō Inoue was a student who belonged to the first class of the faculty of literature at the University of To-
kyo and graduated in 1880. He wrote of Tanzan, his professor during his student days, in his memoirs that he 
wrote in his later years as follows:

    And interestingly a Zen priest by the name of Tanzan Hara arrived at the university as an instructor who 
came to deliver lectures on Buddhist scriptures （Awakening of Faith in the Mahayana and others）. In at-
tending these lectures on Buddhist scriptures as given by Tanzan Hara, I finally understood the exquisite 
flavor of the philosophy found in Mahayana Buddhism. Henceforth, I was ever more bound to Buddhism. 
To this day, I study the philosophy of Mahayana Buddhism and harbor a great interest in this topic.10
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Enryō Inoue, four years younger than Tetsujirō Inoue, entered the department of philosophy of the faculty of 
literature at the University of Tokyo in 1881 and graduated in 1885. While he was a learned monk of the Ōtani 
School of the Buddhist Shin sect, he became strongly  influenced by Fenollosa  in particular during his college 
years and chose to forge a path of understanding Buddhist thought  in terms of Western philosophies. He ex-
pounds on the idea of philosophy as reality based on Awakening of Faith in An Evening Discourse on Philosophy, 
his first work as published in 1886. This work was widely read at the time and was counted as one of the favor-
ite books of Kitarō Nishida （1870–1945）. Enryō Inoue subsequently released numerous works on philosophy as 
reality and actively asserted the superiority of Buddhism over Western philosophies and Christianity while phil-
osophically reconstructing Buddhism. Allow me to briefly introduce the contents of An Introduction to Buddhist 
Action （1887） below.11 Enryō Inoue explained that official recognition of Christianity would be impossible to rec-
oncile with the expansion of sovereign rights and the revisions of treaties and expressed his own bold views as 
follows:

    I absolutely expect that Buddhism will be reformed into a flowering religion based on the reasons enumer-
ated above. This is because I believe that this expectation is in line with the purpose behind the search for 
the truth as carried out by scholars and because I believe that each individual in society assumes obliga-
tions towards the state. ［p. 354］

In this connection, he chose to ascertain the points on which Buddhism and philosophy （German idealism） could 
be brought together. According to him, matter and mind are not separate in the beginning. Instead, these two 
elements emerge from a primary substance. Only Buddhism is capable of clarifying their differentiated states 
and the relationship between a primary substance and matter and mind. Thus,  the Buddhist perspective on 
true thusness will be developed with the same logic. In other words, true thusness and matter and mind go to 
the relationship between the original being and phenomena. Beginning with the words “Matter and mind are 
phenomena, true thusness is the body, and force is what is developed through the true thusness of matter and 
mind” （p. 368）, a theory on body and mind as it relates to true thusness, and all creation is explained using ex-
pressions found in Awakening of Faith （“All beings are nothing but a true reality principle. A true reality prin-
ciple is nothing but all beings. Form is emptiness. Emptiness is form.”） and with the famous “analogy of waves 
on water” that appears in Awakening of Faith. In other words, “Behold the origin of true thusness: just as waves 
follow water and water follows waves, all things and true thusness are intertwined with one another, such that 
there are no waves away from water and there  is no water away from waves” （p. 370）. The  logic of ennyū 
sōsoku, according to which “the relationship between true thusness and matter and mind is described as being 
the same or different, as being different or the same, like two after one, and like one after two” （p. 371） is laid 
out over the course of a large number of pages.
In this way, Enryō Inoue essentially succeeded  in terms of many points to the way of  thinking contained  in 
Awakening of Faith as taught by Tanzan. The  indication of  these points constitutes an argumentative stance 
that was shared among the exponents of the idea of philosophy as reality other than Enryō Inoue himself. When 
each is seen, the basic structure of philosophy as reality is believed to have already been presented by Buddhist 
philosopher Tanzan Hara.

Like Enryō Inoue, Manshi Kiyozawa was a student who had been dispatched by the Ōtani school of the Bud-
dhist Shin sect. His relationship with Tanzan Hara, however, was regarded as rather weak. After graduating 
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from the department of philosophy at the University of Tokyo in 1887, he was to have majored in religion and 
philosophy in graduate school but he had expressed a deep interest during his student days in lectures on the 
history of philosophy as delivered by E.F. Fenollosa （1853–1908）. In particular, he studied the philosophy of He-
gel. Indeed, Kiyozawa’s student days coincided with the time when Fenollosa himself converted to Buddhism. 
Kiyozawa comprehensively studied similarities between Buddhist philosophy and the agnosticism of H. Spen-
cer （1820–1903）, German idealism （especially Hegelian dialectics as well as R.H. Lotze （1817–1881））, and other 
philosophies covered in Fenollosa’s lectures and developed his own perspective on philosophy as reality. Howev-
er, it is believed that he, as a learned monk of the Jodo-Shin sect, directly inherited the basic form of philosophy 
as reality as a Buddhist philosophy from Enryō Inoue, his senior. Kiyozawa’s main works on philosophy as reality 
consist of Pure Philosophy （1889）, which was ostensibly written under the influence of Lotze, and Shukyo Tet-
sugaku Gaikotsu （1892）, a book that outlines the author’s excellent theory on religion.
Setsurei Miyake was someone who by disposition possessed a large quantity of materials normally compiled by 
certain types of journalists and demonstrated an exceptional talent for writing about philosophical and ideolog-
ical history. His understanding of dialectics was truly something to behold. After graduating from the depart-
ment of philosophy at the University of Tokyo in 1883, he worked for a publisher and the Education Ministry as 
an associate professor at the University of Tokyo, researched the history of Buddhism, and released two works, 
The History of Japanese Buddhism and A Short History of Christianity,  in 1886. A small work entitled Gakan 
Shōkei （1892） was particularly notable apart from his many works and writings for the fact that it referred to 
philosophy as reality.

Ⅶ.

In placing  the  focus of  this paper back on Tetsujirō  Inoue, we cannot  ignore  the aforementioned Fenollosa, 
an  instructor of Western philosophies, as someone other than Tanzan who was  influential on the young man 
during his student days. Dedicated research into philosophy was fully commenced under American Fenollosa’s 
stewardship at the University of Tokyo shortly after its founding in 1877. He covered Kant and other German 
philosophers as well as the theory of evolution and Spencer, a favorite thinker who was at the time regarded as 
a foremost philosopher in Britain, and mainly taught philosophical and sociological ideas based in particular on 
First Principles （1862）.

Inoue learned about the philosophy of Spencer from Fenollosa and developed his own philosophy after focusing 
in particular on his concept of the unknowable as it was laid out in A New Theory on Ethics, which was pub-
lished  in 1883. This concept represents  the philosophical expression of a metaphysical,  transcendental divine 
concept and is also referred to as the undefinable unlimited being, the primary cause of the universe, and the un-
limited absolute being, among other such examples. Having studied the philosophy of Spencer, Inoue compared 
phenomena subject to sensory experiences and reality and posited that reality resides on the reverse side of 
phenomena and is utterly beyond our reach and unascertainable with our senses.12 Incidentally, Inoue wrote the 
English word reality alongside the Japanese word “jittai”（実体） that he used for this term. Nowadays, reality 
is normally translated into the Japanese word “jitsuzai”（実在）. According to Kiyoshi Watanabe13, the English 
word reality was also translated as jittai in the Philosophy Glossary, Japan’s first dictionary of philosophy terms 
as compiled under the leadership of Inoue in 1881. An explanation that is highly interesting for us was added to 
this entry. The heading for this term was simply laid out as follows: “Reality / jittai, shinnyo, an, kishinron, tō-
chi-issaihō fukasetsu, fukanen, 故名為真如.” An means “see （as in ‘refer’）.” In other words, he understood the 
English word for reality, which was to be translated in later years as jitsuzai, in light of its connection to shinn-
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yo as used in Awakening of Faith. As noted in this paper, shinnyo truly means nothing more than transcenden-
tal true existence at a depth beyond all explanatory words. It once again goes without saying that this also cor-
responds to Spencer’s undefinable unlimited being and the unknowable. I would now like to explore the contents 
of Awakening of Faith in the next section.14

Ⅷ.

Awakening of Faith appeared in the sixth century （A.D.） and its authorship is attributed to Aśvaghoṣa. As it is 
widely known, only two Chinese translations of this text remain in existence. The first was produced as a single 
volume by Paramārtha （499–569） in 550 while  the second was produced as  two volumes by Siksananda be-
tween 695 and 700 during the era of Empress Sokuten. Neither the original Sanskrit text nor the Tibetan trans-
lation exists and no cited references can be found in Indian Buddhism. Accordingly, the theory that the earliest 
known text is a Chinese composition is asserted but the question remains unsettled. In any case, this textbook 
on Buddhist  treatises represents the quintessence of Mahayana Buddhism, or Buddhism of the north, and  its 
impact on Buddhism in China and Japan is simply immeasurable. The word hongaku（本覚） as referred to in 
the Tendai-Hongaku philosophy first emerged in Awakening of Faith and was explained in terms of reaching 
kukyōkaku（究竟覚） along with shikaku and fukaku（不覚）. Key terms at the core of this paper consist of “the 
minds of living beings” of “one mind” or the ālayavijñāna（阿黎耶識） of the tathagatagarbha （如来蔵 the poten-
tial within all living things to become a Buddha） and, ontologically speaking, true thusness. True thusness （真如 
shinnyo） literally means “remaining innate.” “Shin（真）” refers to the rejection of falseness while “nyo（如）” 
refers to self-equivalence of equality without discrimination.  In breaking down the Chinese translation of  the 
original Sanskrit term （“tathatā”）, we see that it means a true existence that is neither increased nor decreased 
by a single point or stroke.

There are two sides to “the minds of living beings”: the “true thusness of the mind” and the “birth and death 
of the mind”; both are inextricably linked to one another. The true nature of the mind─the true thusness of the 
mind─is itself pure, transcends changes in terms of the birth and death of the mind （time）, and is subject to 
neither birth nor death （neither temporal nor preceding in time）. In actuality, however, the mind becomes im-
mersed in earthly desires and is subject to the recurrence of births and deaths as the mind of an unenlightened 
person. True thusness that has been encrusted by earthly desires in this way is referred to as tathagatagarbha 

（the potential within all  living things to become a Buddha）. Thus,  tathagatagarbha may  itself constitute  true 
thusness that  is pure but, so  long as  it  is governed by delusory attachment, will represent  true thusness that 
has yet to emerge from a state of bondage. Such tidings are conveyed in the statement, “Be in accord with a 
state of neither arising nor ceasing and with births and deaths and be neither the same nor different.” How-
ever, there is a duality here: arising and ceasing （true thusness） and births and deaths （earthly desires）. This 
statement is not calling upon the reconciliation of this duality into one. Instead, it is saying that the mind that 
is  itself pure without having succumbed to earthly desires even as  it  is covered in earthly desires  is tathaga-
tagarbha. Births and deaths occur even as the mind neither arises nor ceases. In terms of the analogy of water 
and waves as presented in the aforementioned quoted passage attributed to Enryō Inoue, water will generate 
waves through the action of wind, an extrinsic cause （earthly desires）, but the fact remains that water remains 
water （moisture）. It may billow as the sea runs high but the waves will dissipate when the wind stops, there-
by allowing the water to return to its essential nature as something akin to a clear mirror. Yet, no matter how 
high the waves billow with the wind （move）, the state of water as water （moisture） will not change. No matter 
how much the surface of the water churns, the depths of the same water will remain steadfast. In this sense, 
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the self-identity of water as water will be maintained no matter what  form the waves take, such that water 
transcends all  forms of waves. This unified transcendental water  itself will  transform into various waves and 
start moving. In brief,  true thusness  is sort of  like absolute stillness （water itself and moisture） going beyond 
movements while tathagatagarbha constitutes stillness applied to movements （billowing water）. As the stillness 
anticipates movements, the non-arising and non-ceasing of tathagatagarbha become neither one nor different in 
accordance with births and deaths. This is also referred to as ālayavijñāna or storehouse consciousness.

Ālayavijñāna takes in all of our experiences （能攝一切法） as the foundation of the existence of unenlightened 
persons afflicted by earthly desires, such as greed, anger, jealousy, and self-conceit, and emerges even if all of 
our experiences come into play （生一切法）. This is what is meant by the reference to a storehouse in tathaga-
tagarbha. If we were to elaborate, then true thusness or true existence that remains innate is a total inalienable 
state by which individual existing beings omnipresent in the entire universe are fully manifested. Originally, this 
was nothing more than absolute nothingness or emptiness─in other words, the state of an absolute storehouse. 
Thus, true thusness resides as potential in the foundation of the metaphysical substance of each existing being 
that causes phenomena to occur, incorporates all things into the possibility of a foundational existence, and lib-
erates individual beings at the same time even as they remain in their innate state. To put it another way, each 
individual being that causes phenomena to occur exists  in every respect  in true thusness manifested thereby. 
Conversely,  true thusness constituting the cause of  the existence of each being  is  in every respect transcen-
dentally stored in the self as the original being thereof and, at the same time, inherent in all things manifested 
thereby.
In this way, true thusness is notable for ontologically having two contradicting sides in every respect. Thus, at 
first glance, true thusness is such that its polar opposite, delusory attachment, is ontologically nothing more than 
true thusness. This is captured in the following expressions: “Earthly desires are a pure aspiration to enlighten-
ment,” “sufferings of birth and death are nirvana,” and “Form is emptiness. Emptiness is form.” The storehouse 
and state of manifestation of  true thusness stand  in sheer conflict with one another and are established while 
being mutually contradictory. Accordingly,  the world of phenomena, controlled as  it  is by delusions, deviates 
away from the innateness of true thusness. At the same time, true thusness  itself undergoes nothing less than 
self-development as seen from a different perspective. It goes without saying that hongaku philosophy, which 
advocates  that “all  living creatures possess Buddha-nature” and that “trees, plants, and earth possess Bud-
dha-nature,” derives from this thinking. In short, phenomena are nothing more than the manifestation of true 
existence; in other words, this is the notion of philosophy as reality.
Theoretically speaking, the perspective contained in Awakening of Faith corresponds to the theory of substance 
and function as can be understood using the analogy of water and waves and, if put differently, is nothing more 
than the theory of immanent transcendence. In other words, substance and function is a relationship that is to 
be seen in contrast to the relationship between cause and effect. If an explanation is given using the analogy 
of water and waves, then the relationship between cause and effect is like the relationship between wind and 
waves; the relationship between substance and function, on the other hand, is like the relationship between wa-
ter and waves. Substance is fundamental and the self while function is a derivative of substance and its actions. 
It is a relationship between the original being and its function and between the substance and its phenomenon. 
A causal relationship is regarded in terms of the separability of cause and effect, for cause and effect are like 
two separate things. However,  the relationship between substance and function  is generally characterized as 
the “unity of substance and function” or “substance is nothing but function, function is nothing but substance.” 
Thus, even as unified principles possess a transcendental structure without bounds, they develop within the self 
and become internalized in all things.
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This idea of the systematic development of the one is tied to the concept of natural laws in neo-Confucianism. 
The idea of one unifying principle as espoused by Confucian scholar Chang Yi （程伊川 1033–1107） correspond-
ed to the notion that “principle is one but its manifestations are many,（理一分殊）” whereby a single transcen-
dental principle, when applied to all things, manifests according to the unique circumstances that apply in each 
case. The concept of substance（体） and function（用） is also used in Confucianism. In the first chapter of his 
Doctrine of the Mean（『中庸章句』）, Chu His（朱子） states that “an original being shall become a being of the 
path while a being of the moral path shall become a function of the path.” The first article of the first volume of 
Zhuzi-yulei（『朱子語類』） states that “For yin yang（陰陽）, function is in yang while substance is in yin. Motion 
and motionless have no beginnigs; yin and yang have no starting point,” or that one’s nature is substance and 
one’s  feelings are  function. This  idea was a predominant one along with Kanhua Chan（ 看 話 禅 ） during the 
Sung Dynasty and was connected at a fundamental level with the Hua Yan teachings（華厳教学） of li shi wu 
ai and shi shi wu ai（理事無礙・事事無礙）, which  influenced neo-Confucianism to no small degree. To put  it 
another way,  the parts and the whole constitute nothing more than organismic philosophy that  teleologically 
adheres to the logic of ennyū sōsoku. This forms the very core of the Oriental idea that differs from the mode of 
thinking corresponding to the Western dualism that externally posits a transcendental absolute being.

It does not appear that we can clearly limit our inquiry to asking whether the logic of substance and function 
is derived  from Buddhism or originates  in Confucianism. According to Kenji Shimada,  the  logic of substance 
and function was exceedingly familiar to the Chinese mode of thinking, wherein no transcendental creator is as-
sumed to exist outside of reality. It is said that Chinese thought was originally or potentially consistent with the 
logic of substance and function.15 As Meiji-era scholars grappled with Western philosophy, they sought to give 
greater clarity to this uniquely Oriental way of thinking─that is to say, the logic of the immanent transcendence 
between substance and form. It would not be an exaggeration to even say that their focus was, in other words, 
organismic philosophy.

Ⅸ.

In 1901, Tetsujirō Inoue penned a  long article entitled The relationship between awareness and reality.  In this 
article, awareness corresponded to the birth and death of the mind as referred to in Awakening of Faith while 
reality corresponded to the true thusness of the mind or true thusness. In other words, awareness that is formed 
subject to the antagonism between the primary and the subordinate corresponds to the world of phenomena 
but reality  is an ultimate being of utter equality without discrimination, capable of  transcending all  linguistic 
segmentation. While this  is ascertained based only on intellectual  intuition, Awakening of Faith is cited in this 
context. For example, true thusness is explicated in Awakening of Faith as constituting true reality:

    All  things  in  their  fundamental nature are not nameable or explicable. They cannot be adequately ex-
pressed in any form of language. They are without the range of apperception. ［They are universals.］ They 

［things in their fundamental nature］ have no signs of distinction. ［They are not particulars.］ They possess 
absolute sameness. ［They are universals.］ They are subject neither to transformation, nor to destruction. 
They are nothing but the one soul,  for which suchness  is another designation. Therefore, they cannot be 

［fully］ explained by words or exhausted by reasoning.

This should be perceived by internal intuition and cannot be explained by the sort of sorting effect that is seen 
with awareness in the case of special phenomena. The text in Awakening of Faith sets forth such semantic con-
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tent and presents an exceedingly clear explication thereof.16

Incidentally, it has been pointed out that a factor that helped solidify the framework for regarding the new phil-
osophical thought known as philosophy as reality, as based on the monism of the true form as explicated with 
Awakening of Faith by Inoue, as a uniquely Japanese philosophy was exposure to the ideas of A. Schopenhauer 

（1788–1860） and K.R.E. von Hartmann （1842–1906） during his studies  in Germany. How did the philosophies 
of Schopenhauer and von Hartmann cause Inoue to focus on creating a new way of philosophical thinking? Ac-
cording to a general view of this matter, one might tend to believe that he became interested in the philosophies 
of these two men because the fundamentals of their ideas exhibited little in the way of Western Christian ele-
ments and could, if anything, be seen as “Oriental.” In truth, the fact that Schopenhauer was highly interested 
in Indian Buddhism for its explications on the quietness and peacefulness of nirvana came to be widely known 
as a result of Inoue’s writing. But did Inoue believe that that was sufficient to establish that their philosophies 
were Oriental? On what grounds did Inoue regard their philosophies as Oriental and by what manner did he ar-
rive at this understanding? These are the issues at hand. After returning to Japan, he actively gave lectures on 
the philosophy of Schopenhauer and spoke as follows:

    The philosophy of Schopenhauer ultimately seeks to endorse the theory of nirvana. In this way, he was a 
philosopher who was delighted to have been exposed to Buddhism and who venerated the Buddha. Howev-
er, the nirvana that is referred to in the theory of nirvana as addressed by Schopenhauer is no more than 
a solitary nirvana for which the self as explained by Hinayana Buddhism has been destroyed. Nevertheless, 
he was satisfied. If he had read something like Awakening of Faith and come to understand Mahayana Bud-
dhism or if he had read the Nirvana Sutra of Mahayana Buddhism and come to know of the active nirvana 
of the four virtues of nirvana, I wonder how delighted he might have been. In any case, as he was a phi-
losopher who had studied Oriental thinking as described above and took joy in and heartily received what 
he learned, I chose to give lectures on his philosophy in turn. ［…］ von Hartmann too has been influenced 
by Schopenhauer. In his key philosophical book entitled The Philosophy of the Unconscious, he sets out his 
theory of deliverance as the final stage. While it appears as if he understood Buddhism to an even greater 
degree than Schopenhauer, he did not go so far as to absorb the philosophy of Mahayana Buddhism.17

In brief, according to Inoue, even if Schopenhauer, a man of the West, promotes deliverance from blind will and 
the  idea of Buddhist nirvana or salvation  in his central work entitled The World as Will and Representation, 
thereby embracing the notion of touching upon Buddhist thinking, his perspective ultimately represents noth-
ing more than Indian Theravada or Hinayana Buddhism by which nirvana  is attained through the rejection 
of earthly desires. That he does not take the perspective of Mahayana Buddhism, which takes the view that 

“earthly desires are a pure aspiration to enlightenment” and the view that “sufferings of birth and death are 
nirvana,” was a source of great dissatisfaction. Accordingly, he  lamented, “I wonder how delighted he might 
have been if he had read something like Awakening of Faith and come to understand Mahayana Buddhism or if 
he had read the Nirvana Sutra or other such examples of Mahayana scripture and come to know of the active 
nirvana of the four virtues of nirvana.”

What should be kept in mind here is that, while it is accepted that Inoue embraced the philosophical thinking of 
Schopenhauer and von Hartmann because they, despite being men of the West, took an exceptional interest in 
Oriental Buddhism, it is believed that there was another explanation for Inoue’s embrace that stood in contrast 
to such a superficial reason. In other words, his exposure to the philosophies of these two philosophers gave In-



284  Meiji-Era Academic Philosophy and Its Lineage─Monism of the true form and organismic philosophy─

oue the impetus to construct a new philosophy known as the logic of philosophy as reality as a unique Japanese 
philosophy. In this connection, we might wonder if perhaps Inoue discerned the idea contained in Awakening of 
Faith that he learned during his student days─that is, the idea of the monism of the true form─in the philos-
ophies of Schopenhauer and von Hartmann. As a matter of conjecture,  it  is possible  that  Inoue  incorporated 
the self-originating activation and deployment of the true thusness of Buddhism as it relates to transcendental, 
storehouse consciousness─in other words, the notion that true existence will develop on its own as captured in 
the idea of zchen yu sui yuan（真如随縁）─into the concept of Schopenhauer’s blind will. In essence, the will as 
a thing-in-itself is nothing more than true existence and will spontaneously self-propagate. That is to say, per-
haps The Metaphysics of the Will was incorporated into the philosophies of Schopenhauer and von Hartmann. Is 
it possible that such nuances were included in the Oriental qualities Inoue saw in their philosophies? Of course, 
while Schopenhauer rejected the notion of will and held that  it retained only a negative meaning to be over-
come,  this was overlooked and the term will and  its  image of self-originating activation was an exceedingly 
appealing concept for Inoue as well as others who were drawn to the lineage attached to the logic of philosophy 
as reality, including Enryō Inoue, Setsurei Miyake, and Kitarō Nishida. It is also very important to note that the 
thinking of Schopenhauer and von Hartmann differed completely from the teachings of Christianity─or more 
accurately, Western Christianity. They harbored ideas on a certain type of mystical monism─Eastern or Orien-
tal monism of the true form─that stood in contrast to the dualistic theory of Western Christianity. I would like 
to briefly deviate from the subject and touch on the differences between Western and Eastern Christianity.

Ⅹ.

Western Latin-based Christianity─in other words,  the true Roman Catholic version of Christianity─started 
during the period between the second and third centuries. Christian authors of the West differed from church 
fathers of  the East first  in  terms of  the  language that was used.  In other words, world views and states of 
awareness that differ  fundamentally between the Latin-speaking western half of  the Roman Empire and the 
Greek-speaking eastern half are expressed. This fundamental difference came to be exposed politically  in the 
form of  the schism that opened up between Rome and Byzantine. The Latin-Western spiritual  temperament 
probably most clearly emerges  in the Roman Empire. First, Romans,  in contrast  to Greeks, were thoroughly 
oriented  towards  the  law,  such  that  their communal  living arrangements were comprehensively organized 
around a legal framework. Accordingly, Western Christianity was notable for featuring not a philosophers’ god 
that was ontologically understood as was the case under Eastern Christianity but rather a god in the mode of 
a father who judges, forgives, and loves in the context of a relationship between a father and his children. This 
relationship between God and human beings is based on a covenant─a defining characteristic of original Juda-
ism and Abrahamic religions─wherein the biblical God is made to confront others and constitutes an externally 
transcendental monotheistic God in whose image man is conceived. No breach can be formed whatsoever be-
tween God as the creator and those whom he has created. God reigns supreme from outside on an omnipresent 
basis and transcendentally exists to create all things from a state of nothingness. Thus, compliance with the cov-
enant is important and one’s membership in a church through a declaration of faith was subject to legal binding 
force.18

In contrast, the church fathers of Greece to the east initially deepened their understanding of Christianity based 
on Greek philosophy, in particular the ideas associated with neo-Platonism. The central theological concept un-
derpinning the Eastern Orthodox Church was deification（θεωσις）. What this means  is  that something divine 
dwells immanently in the souls of human beings. In other words, a human being can harness such spirituality in 



国際哲学研究 3 号 2014  285

Article

a process of austere self-purification to free his own soul from the confines of the body and render himself into 
an image by which the light of something divine can be manifested internally. This corresponds to a concept 
addressed by Plato himself in Theaetetus （176b）, one of his dialogues: όμοίωσις θεώ or “elevation of the human 
to the godly.” This deification of human beings became a salient feature of the Eastern Orthodox Church. Atha-
nasius of Alexandria, a Greek Church father of the fourth century noted that “God became man so that men 
might become gods.”
In other words, God exists immanently as an image within the confines of limited human existence. In this sense, 
God does not exist independently on the outside while disconnected from humans. Instead, it is believed that He 
exists immanently on an omnipresent basis as part of a unifying oneness, a notion that redounds to monism of 
the true form. The philosophical orientation of Schopenhauer, who yearned to be liberated from suffering root-
ed in carnal desires─in other words, his notion of blind will towards life─and attain nirvana through austere 
self-purification, ostensibly owed much to Indian Buddhism. However, perhaps the truth is that Schopenhauer 
had already been oriented towards the mystical monism of the Eastern Orthodox Church of Greece rather than 
the doctrine of duality associated with the Western church of Latin influences.

As outlined above, the standpoint of monism of the true form is such that it universally retains a structure of 
immanent transcendence as analogized with the relationship of water and waves rather than one that involves 
external transcendence. To elaborate, it is explained that a single transcendental being arising from an intrin-
sic and not extrinsic cause moves on its own, undergoes self-development, and operates through participation 
within  individual existing beings and that actions will be taken towards self-realization and self-elicitation of 
the truth in a being with a storehouse consciousness （true thusness and true existence）. As seen in Awakening 
of Faith, this  is the same as zchen yu sui yuan whereby the true thusness of the mind will evolve on  its own 
into the birth and death of the mind without losing its own purified mind. Furthermore, the idea of one unify-
ing principle as espoused by Confucian scholar Chang Yi corresponded to the notion that “principle is one but 
its manifestations are many,” whereby a single transcendental principle, when applied to all things, manifests 
according to the unique circumstances that apply  in each case. This  idea was a predominant one along with 
Kanhua Chan during the Sung Dynasty and was connected at a fundamental level with the Hua Yan teachings 
of li shi wu ai and shi shi wu ai, which influenced neo-Confucianism to no small degree. To put it another way, 
this  is nothing more than the  logic of substance and function （original being and its  function） or the  logic of 
immanent transcendence. This forms the very core of the Oriental idea that differs from the mode of thinking 
corresponding to the Western dualism.

Ⅺ.

In 1887, Ludwig Busse （1862–1907） was invited to come from Germany to serve as a foreign instructor at the 
philosophy department of Tokyo Imperial University for the first time. As a philosopher taking the standpoint 
of critical realism traceable to Lotze, he applied Kant’s Critique of Pure Reason to texts to lecture primarily on 
classical German philosophy. Six years later in 1893, Raphael von Koeber （1848–1923）, a Russian of German eth-
nicity, arrived to take up his new post as Busse’s successor.

Koeber’s lectures were delivered over a period of twenty-one years from September 1893 to July 1914. He was 
the first university  instructor to apply the principle of original text and language to philosophical research in 
practice and taught an approach to researching ancient Greek philosophy in ancient Greek, written works by 
Christian thinkers from the European Middle Ages through the use of original Latin texts, and written works 
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related to German philosophy  in their original  language. However,  there  is almost no evidence that he devel-
oped his own original system of philosophy. Koeber was an introvert who was frequently noted for adhering to 
a passive, mental form of aristocratism but it cannot be forgotten that, as noted above, he was a Russian of Ger-
man descent. Thus, his understanding of Christianity probably was associated not with the Latin West but with 
Eastern Christianity, or the Russian Orthodox Church. This likely accounts for his exceedingly strong mystical, 
metaphysical tendencies. He is also noted for devoting much attention to the idea of transcendental realism as 
put forth by the von Hartmann school of thought. He is said to have often told his pupils that intellectual intu-
ition, the sort that might also be described as mysticism, must operate on a foundation of true philosophy.19

Thus, Koeber sought to also read mystical realism  into the philosophy of Schopenhauer. This  is clearly seen 
when Schopenhauer’s theory as printed in his Collection of Literary Sketches20 is read. He accepted the idea of 
an intellect within the context of will as referred to by Schopenhauer and thought that this idea constituted true 
existence. In other words, while the will objectifies the self as unconscious intellect, this is believed to be a ratio-
nal shift from the unconscious to the conscious sphere. Needless to say, this thinking is not Western. Indeed, it 
is worth focusing on the fact that this thinking is also connected to the outflow theory of neo-Platonism, which 
influenced Eastern Christianity. τò ἑν （“A Primitive Being”）, as explicated by Plotino （around 205–270）, exceeds 
our thinking and is transcendental in the way that it surpasses discourse. However, it is encapsulated within all 
things and conceals the potential to cause all existing beings to emerge through the primordial, complete will 
that exists immanently within the self. To put it differently, the one being transcending existence possesses the 
power, strength, and ability to facilitate, among other things, an orientation towards elicitation arising from the 
self within the self. The one being confers wisdom on itself based on such overflowing potency and inexhaust-
ible strength, evolves into the spirit or soul of the universe, imparts embodiments on all things, and becomes in-
ternalized as their basis for existence. For Plotino, everything from wisdom to matter flows from the one being. 
Moreover, spirituality （light） dissipates at each stage. The one being constitutes light-radiating goodness itself 
while matter, in contrast, is lacking in such goodness, such that it represents evil immersed in darkness. While 
goodness will be shared and will stay one step ahead of evil as long as matter retains form, matter will remain 
the essence of evil.

Incidentally,  the workings by which the primordial one being self-elicits beyond the self  like a  fountain that 
gushes out ceaselessly represents nothing less than self-awareness by the one being, which in turn results in 
the successive flowing out of wisdom and the spirit or soul of  the universe. Such self-awareness by the one 
being signifies that the one being corresponds to volitional existence. The wisdom and spirit or soul of the uni-
verse produced by the conscious will of the one being produces vestiges of the one being in the self. If this is 
the case, then given the volitional existence of wisdom and the spirit or soul of the universe, then it goes with-
out saying that wisdom and the spirit or soul of the universe conversely yearns for the one being and harbors 
an  internal  longing to return to the one being.21 Thus, human beings will slip  free  from the confines of  their 
physical bodies, reach the world of wisdom, and suddenly coalesce with the one being （self-emancipation or ek-
stasis）. This description is consistent with the path of ascension as endorsed by Plotino and constitutes a guide 
to nirvana as formulated by the Schopenhauer school of thought.

Meanwhile, the will as used in Schopenhauer’s theory of the will denies the existence of a transcendental god in 
whose image man is conceived if the aforementioned monistic thinking is taken into proper account. In fact, the 
will as referred to by him does not refer to a transcendental being that creates all things from a place outside 
of the world. In other words, the entire world represents nothing more than the will as an objectified, elicited 
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self and the will exists  immanently  in the world. While  the will does transcend the  form of  time, space, and 
cause and effect in the world of phenomena, it also lurks right the midst of phenomena at the same time. In oth-
er words, the philosophy of immanent transcendence itself might have been what Schopenhauer was targeting. 
Thus, within the context of emphasis placed by Koeber on the self-objectification of the will based on the rec-
ognition of intellect as the basis of blind will, self-realization emanating from within the self of true existence as 
a thing-in-itself was read into the philosophy of Schopenhauer. In other words, this is proof that Schopenhauer’s 
philosophy retained a monistic mysticism.

Ⅻ.

As explained  in detail up to this point  in this paper,  Inoue attempted, by a different approach,  to adapt and 
read  into Schopenhauer’s philosophy, which Inoue and Koeber understood exoterically as pessimism and as a 
theory of nirvana, Eastern thought as acquired through Awakening of Faith, or monism of the true form of Ma-
hayana Buddhism under which a transcendental being is not assumed to exist externally. Koeber, the Russian 
of German descent, attempted to likewise adapt and read into Schopenhauer’s philosophy a form of mysticism 
corresponding to the Eastern Christianity of the Russian Orthodox Church based on neo-Platonic monism un-
der which a single god as creator in whose image man is conceived is also not assumed to exist externally. In 
both of these cases, it is recognized that East Asian thinking and East European mysticism, which differ from 
Latin-based Western dualism, are connected via monism of the true  form. There  is one more  individual who 
construed Schopenhauer in the same way. He is Setsurei Miyake.22 Miyake too exhibited a sense of affinity to 
Schopenhauer and von Hartmann. In 1889, he published Drop of Philosophy（『哲学涓滴』） and wrote the follow-
ing therein:

    Hegel’s thinking was nothing more than thinking that was equivalent to wisdom and lacked inner vitality. 
Where vitality appeared to exist,  there was  in  fact none. While explicating the development （of a dialec-
tic）, such development too lacked vitality. Indeed, as it is recognized that his thinking is akin to clay stat-
ues,  there  is no preventing the emergence of assertions that are  in stark opposition thereto.  In contrast, 
Schopenhauer’s preeminent philosophy regards as inadequate Hegel’s ideas and posits, with a focus on the 
will, that everything from the actions of dust and trash to the movements of the sun and the stars─all phe-
nomena between heaven and earth─are set in motion from the operations of the will. The movements of 
the cosmos do not redound to utilized wisdom. Rather, it would not be an exaggeration to say that a truly 
great achievement has been secured  in the construction and critiquing of  the movements of  the cosmos 
based on the will as exercised.23

That Miyake learns from Schopenhauer is also apparent based on the contents of Gakan Shōkei （1892）（『我観
小景』）.

    The movements of all things are based on force. Unbounded, force moves forward without ceasing. The ac-
tions of human beings are also based on the will. The will is truly an element of potency. Force and the will 
cannot be detached from one another. Schopenhauer feels that the potency between heaven and earth fully 
constitutes the will and believes that every type of action redounds to the will.24

At the foundation of the actions of all things and human beings in the cosmos lies force, which in turn is based 
on the will. The representative of this way of thinking was Schopenhauer. Miyake sought to receive this way of 
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thinking as his own philosophical standpoint. As with Inoue and Koeber above, he understood Schopenhauer in 
terms of monism of the true form. I urge that particular attention be paid to the fact that there is no sign of a 
pessimistic view of life, a noted feature of Schopenhauer’s philosophy, to be found in Miyake’s understanding of 
Schopenhauer. Incidentally, it is worth noting that Kitarō Nishida, in later years, indicated that Schopenhauer’s 
philosophy resonated deeply with him, such that he paid utterly no heed to deliverance from earthly bondage 
or nirvana based on a rejection of the will. Instead, he asserted the unlimited activity of the will and persistently 
emphasized the will of absolute freedom. For Nishida, the will of absolute freedom transcends linguistic consider-
ations and constitutes a profoundness surpassing all limits, a noesis beyond the reach of reflection. It cannot be 
seen, it is without form, and it is a silent abyss; it will not come to actually exist within the scope of objectifica-
tion. This rule truly conforms to the true thusness as referred to in Awakening of Faith and also corresponds to 
Plotino’s τò ἑν . This true existence can be seen as the will of absolute freedom. Indeed, this will pulsates and func-
tions vigorously in our world of historical and specific realities, thereby forming an outlook on organic nature. In 
this sense, there is no need to reiterate the point that philosophy as reality, as hailed in academic philosophy cir-
cles at government schools in the middle of the Meiji period, is included in the lineage of the logic of substance 
and function as seen in Awakening of Faith.

*Please note that this paper reproduces parts of my Book Kitarō Nishida and the Meiji Mind （Kansai University 
Publishing Department, 2011） and Meiji Philosophy─Organismic philosophy and Its Lineage, an article that was 
included in Fertile Meiji （Kansai University Publishing Department, 2012）.

Keywords:
Philosophy as reality / monism of the true form / Awakening of Faith in the Mahayana / Tetsujirō Inoue / En-
ryō Inoue / Setsurei Miyake
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 Many enlightenment thinkers  from the early Meiji  明 治 period （1868-1912）,  including Nishi Amane  西 周 
（1829-1897）, Tsuda Mamichi 津田真道 （1829-1901）, and Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉 （1834-1903）, were critical 
of Confucianism, particularly Neo-Confucianism. For them, enlightenment first meant rejecting the old and tra-
ditional Confucianism and adopting the modern science of the West. In this sense, one could say that for them, 

“enlightenment” meant Westernization. Their thought was very pragmatic,  logical, and practical; they sought, 
in the words of Fukuzawa, a “practical learning close to the normal and everyday needs of humans,”1 or, in the 
words of Nishi, a “practical science” that could meet the “everyday needs of human society.”2 From this per-
spective,  they rejected Neo-Confucianism as an “empty theory.” Thus,  their  thought naturally was empirical 
and positivistic, and skeptical – or even rejecting – of metaphysics. This can be seen by looking at, for example, 
Nishi’s “Kaidaimon” 開題門 （An introduction to various problems）, a text he is thought to have drafted while 
studying abroad in the Netherlands. There, while he offers unreserved praise of Comte’s positivism - something 
that “has not yet been seen in our Asia” - for being “solid in its proofs and clear in its claims,” he offers what 
could be described as a half-hearted or even negative evaluation of the philosophies of Kant and Hegel, stating 
that while their “theories have some differences” from Neo-Confucianism, they are “very similar to it.”3

 In this way, early Meiji period enlightenment thinkers generally adopted a stance that was empiricist, utili-
tarian, and positivist, and their thought was opposed to Neo-Confucianism and metaphysics. We could say that 
this was partially in response to the demands of the time. In the history of Meiji philosophy, metaphysics （called 
junsei tetsugaku 純正哲学, or pure philosophy, in Japanese at the time） did not finally appear until the Meiji 20s. 
Representative metaphysical thinkers from then were Inoue Enryō 井上円了 （1858-1919）, Inoue Tetsujirō 井上
哲次郎 （1855-1944）, Kiyozawa Manshi 清沢満之 （1863-1903）, and Nishida Kitarō 西田幾多郎 （1870-1945）.
 Incidentally, their systems of thought shared several characteristics in common. First, they were deeply con-
nected to the doctrines of Mahayana Buddhism. Both Inoue Enryō and Kiyozawa Manshi were Buddhists from 
the Ōtani school （Ōtaniha 大谷派） of the True Pure Land sect （Jōdo shinshū 浄土真宗）. Inoue Tetsujirō writes 
in his autobiography that he came to have a deep relationship with Buddhism after listening to Hara Tanzan’s 
原坦山 lectures on Mahayana scriptures while he was enrolled at Tokyo University.4 It is also well known that 
Nishida’s first work, Zen no kenkyū 善の研究 ［An inquiry into the good］, was based on his Zen experiences in 
shikan-taza只管打坐 （themeless meditation） over the course of many years. In fact, the reality that these figures 
speak of is very close to the concept of “suchness” （shinnyo 真如） found in the Awakening of Mahayana Faith 

（daijō kishin ron 大乗起信論）.
 In this way, metaphysics in Meiji – in fact, in modern – Japan was deeply connected to Mahayana Buddhist 
thought. When Western philosophy was adopted during the time between the end of  the Edo  江 戸 period 

（1603-1867） and the beginning of the Meiji period, scholars of Western learning （yōgakusha 洋学者） translated 
it entirely using Confucian concepts and terminology. Japanese philosophical terms in use today are almost all 
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Confucian words that have undergone semantic change or reinterpretation. However, when they grew out of 
simply adopting Western philosophy and finally tried to construct their own philosophy, their eyes turned to-
wards the doctrines of Buddhism. This is probably related to the fact that while Confucianism is pragmatic and 
practical, it lacks theoretical and logical depth. In contrast, in Buddhism there are profound reflections regarding 
the self and the world. While Confucian thought’s strength lies in the moral and political idea of “self discipline ［as 
the key to］ the governance of humankind” （shūko chijin修己治人）, Buddhism’s excellence lies in its meditative 
and metaphysical contemplations. This is something that cannot be overlooked when considering the character-
istics of modern Japanese philosophy. 
 The second characteristic of Meiji period metaphysics lies in its adaptation of the “identical realism” （genshō 
soku jitsuzai ron  現象即実在論,  lit. phenomena as reality） spoken of by Inoue Testujirō. Below I will explain 
this theory in detail, however at present suffice it to say that, as its name suggests, its essential feature can be 
found in its denial of the existence of any kind of “substance” （jittai 実体） or “noumenon” （hontai 本体） that is 
separate from or transcends phenomena. It rejects a dualistic world and the two worlds doctrine, positing that 
everyday reality is as it  is reality, or that the noumenon is in the recesses of everyday reality. It sees reality 
not as something that goes beyond phenomena, but rather as something inherent in them. One could say that 
it sees phenomena and reality as being two sides of one coin, or as the  inside and outside of the same thing. 
Therefore, it inevitably becomes immanentist and this-world-ism, and comes to have a strong pantheistic hue. 
This is probably the reason the above four thinkers’ philosophical endeavors all resembled that of Spinoza. In-
oue Tetsujirō’s “identical realism,” Inoue Enryō’s “mutual  implication theory” （shōnyo sōgan ron 象如相含論）, 
Kiyozawa Manshi’s “theory of the finite and the infinite” （yūgen mugen ron 有限無限論）, Nishida Kitarō’s “theory 
of pure experience” （junsui keiken setsu 純粋経験説）, and so on all were characterized by this type of thought. 
They all share a  foundational way of  thinking that sees the subjective and the objective as two sides of one 
reality and phenomena as the development or manifestations of this reality. It is the “inside as outside, outside 
as inside” （uchi soku soto, soto soku uchi 内即外・外即内） and the “one as many, many as one” （ichi soku ta, ta 
soku ichi 一即多・多即一） spoken of in Nishida’s late-period philosophy. Also, this characteristic is also related 
to Buddhism’s view of reality and its “logic of essence-function ［taiyū 体用］”. 
 The third characteristic of Meiji period metaphysics  is that  it  is based on the “logic of  identity ［soku 即］”. 
This logic can be found in ideas such as genshō soku jitsuzai, shin soku motsu 心即物 （mind as matter）, and ri 
soku busshin 理即物心 （the principle as matter and mind）. The “soku” here is not simply identity, but identity 
that has been mediated by negation. In other words, this “soku” is at the same time “hi” 非 （not）. Therefore, 
the logic of identity is at the same time the logic of identity and difference （sokuhi 即非）. At the basis of this 
way of  thinking a  logic of negation and a dialectical mode of  thought  is  implied, however Meiji philosophers 
stopped short of delving deeply into this point. This can be said with regard to Nishida’s theory of pure expe-
rience found in Zen no kenkyū. It is at what could be called thought’s direct or presentative stage that has not 
reached a clear reflective and  logical self-consciousness. This can also be seen by,  for example,  the  fact  that 
Nishida calls an ideal or ultimate pure experience “intellectual intuition” （chiteki chokkan 知的直観）. While his 
theory contains elements or beginnings of a dialectical mode of thought, it fails to develop them in a self-con-
scious direction.
 After going through the Taishō 大正 period （1912-1926）, modern Japanese philosophy finally flowered upon 
entering the Shōwa 昭和 period （1926-1989） in the form of Nishida’s logic of “place” （basho 場所） and “dialec-
tic of place” （of absolute nothingness）, Tanabe Hajime’s  田辺元 （1885-1962） logic of “species” （shu  種） and 

“dialectic of absolute mediation ［zettai baikai 絶対媒介］,” Watsuji Tetsurō’s 和辻哲郎 （1889-1960） “dialectic of 
emptiness  ［kū 空］” found in his ontology of humans, Takahashi Satomi’s 高橋里美 （1886-1964） “enveloping dia-
lectics” and Miki Kiyoshi’s 三木清 （1897-1945） “logic of imagination.” Thus, what we will be considering in this 
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paper are the various forms of what can be called “prototypical” Japanese-style idealism that emerged before 
Japanese philosophy reached this kind of self-awakening logic. 

2

 In the Meiji period, metaphysics was generally called  junsei tetsugaku, or pure philosophy. What was this 
metaphysics, and what came to people’s mind when they heard this phrase? Regarding this point, I would like 
to look at the ideas of Inoue Enryō, who was the first person to construct a metaphysics in Japan. It is probably 
safe to say that Enryō’s definitions of philosophy and metaphysics were generally accepted ideas that could be 
found in the writings of all the philosophers during this time.
 According to Enryō, broadly speaking,  there are two types of  things that exist  in the universe:  those that 
have shape and substance, and those that do not. The sun, the moon, stars, mountains, rivers, grass, and trees 
have shape and substance, while ideas, thought, gods, and buddhas do not. The field of study that does exper-
iments regarding the former is “natural science” （rigaku 理学）. On the other hand, the field of study that re-
searches the latter is “philosophy.” Thus, Enryō says we could call natural science a “field of experiments” and 
philosophy a “field of thought.” Here, the words “experiments” and “thought” respectively mean “to actually 
verify” and “ideas and concepts.” In short, natural science relates to the principle （ri 理） of material things that 
have form, and philosophy relates to the characteristics of the formless nature of the mind （shinsei 心性）. Inci-
dentally, while philosophy includes psychology,  logic, ethics, and so on,  it  is centered around metaphysics, the 

“field of pure reason within philosophy that investigates the basic principles ［gensoku 原則］ of truth and the ba-
sis of the sciences,”5 and includes the study of the noumenon of mind, the noumenon of matter, the source and 
interrelationship of mind and matter, and so on. 
 Even today, we could say that this understanding of metaphysics  is correct. Generally speaking, metaphys-
ics is the original and unique territory of philosophy that does not simply stop at the world of phenomena, but 
looks to the noumenon or reality that is the basis on which the phenomenal world comes to be, and investigates 
it and the relationship between this noumenon （reality） and phenomena. It is philosophy’s most important and 
distinctive domain, the field called “First Philosophy” （πρώτη φιλοσοφία） by Aristotle in ancient times, and tradi-
tionally called metaphysics or ontology.6 
 The content of  the metaphysics Enryō constructed was  in essence a theory that phenomena and suchness 
imply the characteristics of each other. Here, “suchness” （nyo 如） refers to reality or the noumenon. His theory 
argues that phenomena and suchness are  identical and  inseparable, and that they mutually contain or  imply 
each other. Phenomena, the result （ka 果）, include within them suchness, the cause （in 因）. Suchness, the nou-
menon, appears within phenomena. In the same way, suchness （the cause） contains within it phenomena （the 
result）, and phenomena are latent in the noumenon suchness
 Let us look into his thought a little more concretely.
 Tetsugaku issekiwa 哲学一夕話 （Talks from a philosophical night）, published between Meiji 19 and 20 （1886-
1887）, is the representative work of Enryō’s early period. Comprised of three talks, each discusses one of philos-
ophy’s three fundamental  issues: the world （phenomena）, their noumenon （reality）, and truth （knowledge, or 
ninshiki 認識）.
 In the first talk, Enryō discusses whether or not matter and mind are separate, asserting that the discrimi-
native world of matter and mind （the world of phenomena） and the world in which there is no discrimination 
between matter and mind （the world of reality） do not oppose each other, but rather are identical and insep-
arable. He argues that since  in discrimination there  is non-discrimination, and  in non-discrimination there  is 
discrimination, both worlds are inseparable and indivisible, and the world of truth is formed only after they are 
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united. In other words, phenomena are reality, and reality is phenomena. Enryō sees this identity-based relation-
ship between the world of discrimination and the world of non-discrimination like that of the two sides of one 
coin. For example, he says, “The mind of non-discrimination is known by the mind of discrimination, and the 
mind of discrimination is established based on the mind of non-discrimination.”7 In the paragraph that precedes 
this sentence, this is argued from an epistemological viewpoint, and in the proceeding one, from an ontological 
standpoint. In other words, the mind of non-discrimination is only perceived by relying upon the discriminative 
mind. However, this discriminative mind only arises based on the non-discriminative mind. The discriminative 
mind and the non-discriminative mind have this kind of  identity-based or  implicative relationship on a deep 
level.
 In the second talk, the core of the work, Enryō discusses the validity or lack thereof of materialism, idealism, 
theism, and agnosticism in relation to issue of the nature of the noumenon of the phenomenal world. In conclu-
sion, he argues that we should adopt the “Enryō Middle Way”8 that is not partial to any one position. According 
to him, a view that sees the discriminative world （the world of phenomena） and the non-discriminative world 

（the world of reality） as being in an identity-based relationship or as two sides of one coin can be found in all 
four theories. Their differences lie simply in whether they see the non-discriminative world as being only mat-
ter, only mind, or God.
 In this work, Enryō’s eclectic way of thinking is particularly striking. It is only natural that Ōnishi Hajime’s 大
西祝critique arose, which saw it as simply a compounding of the four above-described conflicting stances that 
was akin to mixing water and oil.9 Generally, those who encounter Enryō’s thought sense its richness and other 
positive qualities, however this text’s writing is a little dull, and lacks a drive to investigate the true character-
istics of profound things and discuss them in a logical and systematic fashion. Compared to the richness of his 
thought, its writing form is too monotonous and is lacking in depth and sharpness. Thought that originally had 
considerable and valuable dialectical depth is made shallow by a logic of sameness, and cheapened by a very 
shallow eclecticism. There are only conclusions, and no proof. This is a shortcoming that can be found in all of 
his works.10

 In the third talk of Tetsugaku issekiwa, Enryō discusses the location of truth, arguing that it is neither in the 
world of matter nor in the world of the mind, and also neither outside nor inside matter or mind. Since non-dis-
crimination arises  from discrimination, and discrimination  is established based on non-discrimination,  truth  is 
also discrimination as non-discrimination （sabetsu soku musabetsu 差別即無差別）, and non-discrimination as dis-
crimination （musabetsu soku sabetsu 無差別即差別）. Here, he again casually ties together two compounds with 
the character soku, asserting that phenomena and reality are in an identity-based relationship, or two sides of 
one coin. Aspects like negation and self-consciousness are generally rare in Enryō’s thought. In other words, it 
lacks a dialectical perspective. One receives the  impression that conflicting and opposing things are being di-
rectly fused together and equated without any mediation. This is probably one of the main reasons that Enryō’s 
philosophy is criticized as being dogmatic.
 Enryō was a prolific writer who left us a very large number of works throughout his life. Even if we just list 
those related to metaphysics, there is a considerable amount; besides Tetsugaku issekiwa, Tetsugaku yōron 哲学
要論 （Essentials of philosophy, Vol. 1 – Meiji 19/1886, Vol. 2 – Meiji 20/1887）, Bukkyō katsuron joron 仏教活論序
論 （The revitalization of Buddhism: an introduction, Meiji 20/1886）, Junsei tetsugaku kōgi 純正哲学講義 （Lectures 
on metaphysics, Meiji 25/1892） Hayuibutsu ron  破唯物論 （Destroying materialism, Meiji 31/1898）, Tetsugaku 
shin’an 哲学新案 （A new philosophical  theory）, Meiji 42/1908）, and so on come to mind.  In Bukkyō katsuron 
joron, Enryō asserts that the doctrines of Buddhism match those of philosophy, and therefore also are in agree-
ment with the spirit of his slogan “defend the nation and love the truth” （gokoku airi 護国愛理）. Junsei tetsuga-
ku kōgi is a record of lectures given at the Hall of Philosophy （tetsugakkan 哲学館）. In Hayuibutsu ron, the first 
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half “Destroying Worldly Teachings” （hazokumon 破俗門） presents a criticism of materialism, and the second 
half develops on his own ideas regarding metaphysics. Lastly, Tetsugaku shin’an, his major work, systematically 
describes his metaphysics. Enryō was originally a systematic thinker, and this personality of his is the most ap-
parent here. Therefore, I would like to consider the content of this work in a little more detail.
 In Testugaku shin’an, Enryō defines philosophy as the “comprehensive overall view” （sōgō no daikan 総合の
大観）. This position had been advocated by many of Enryō’s predecessors since Nishi Amane,11 however En-
ryō’s thought is unique in that it does not simply stop at this formal definition, but actually attempts to describe 
in a systematic fashion how this  is the case. Arguing in detail, Enryō first divides this comprehensive overall 
view that is philosophy into a “front view” （hyōkan 表観） and “back view” （rikan 裏観）. Then, he divides the 

“front view” into an “outer view” （gaikan 外観） and “inner view” （naikan 内観）, the “outer view” into a “verti-
cal view” （jūkan 縦観） and “horizontal view” （ōkan 横観）, and the “inner view” into a “past view” （kakan 過観） 
and “present view” （genkan 現観）. According to Enryō, the “front view” observes the absolute or infinite world 
from the side of the relative or finite, and the “back view” observes the relative or finite world of phenomena 
from ultimate, infinite oneness. If the front view is the perspective of reason （risei 理性）, then the back view is 
the perspective of belief （shinsei 信性）. If the former is the perspective of “philosophy,” then the latter is the 
perspective of “religion.” Therefore, in Tetsugaku shin’an, Enryō mainly considers the “front view.”
 As described above,  the “front view” is divided  into  the “outer view” and the “inner view.” The “outer 
view” observes the universe objectively through things, and in contrast the “inner view” observes the universe 
subjectively through the mind. Therefore, it can be said that the latter considers the material world （bukkai 物
界）, while the former considers the mental world （shinkai 心界）. The “outer view” is divided into the “vertical 
view” and the “horizontal view.” The “vertical view” considers the historical formation of the material world, 
and the “horizontal view” considers the internal structure of the material world. If the former is a theory re-
garding the formation of the universe （the theory of evolution, or shinkaron 進化論12）, then the latter should be 
called a structural theory （essence theory）. Lastly, while the “past view” considers the mental world’s process 
of formation, the “present view” considers its structure and the relationship between mind and matter. There-
fore, the relationship of the “past view” and “present view” in the “inner view” corresponds to that of the “hor-
izontal view” and the “vertical view” in the “outer view.”
 Even just by looking at the above framework, it can be seen that Enryō’s thought has a magnificent system-
atic and unificatory nature. This is the greatest characteristic of his thought. The concept of “mutual implica-
tion” （sōgan 相含） consistently runs throughout the various parts or elements of this system. Enryō first says 
in his discussion of the “horizontal view” that matter and force mutually imply each other （mutsuriki sōgan 物
力相含）, and that matter’s noumenon （mutsugen 物元） and matter’s phenomena （busshō 物象） as well as force’s 
noumenon （rikigen 力元） and force’s phenomena （rikishō 力象） are each in a relationship of mutual implication. 
He also calls this “the implication of noumenon and phenomena” （taishō sōgan 体象相含） and the “implication of 
phenomena and suchness” （shōnyo sōgan 象如相含）. In the same way, he states that in the “present view,” the 
mind’s phenomena （shinshō 心象） and the mind’s noumenon/suchness （shinnyo 心如） are  in a relationship of 
mutual implication, as is the noumenon of material phenomena, or the suchness of matter （motsunyo 物如）, and 
the noumenon of mental phenomena, or the mind’s suchness. He describes this last relationship as “the mutual 
implication of  the two suchnesses” （nyonyo sōgan 如如相含）. In this way, Enryō argues that the true nature 
of the universe is manifold and inexhaustible mutual implication, describing the mutual implication of matter’s 
phenomena and noumenon, the mind’s phenomena and noumenon, material phenomena and mind phenomena, 
and matter’s noumenon and the mind’s nounemon. This way of thinking resembles two of the four realms de-
scribed  in the Flower Ornament Sutra （kegongyō  華厳経）: “the realm of non-obstruction between principle 
and phenomena” （riji muge hokkai 理事無礙法界） and “the realm of non-obstruction between phenomena” （jiji 



296  Metaphysics in the Meiji Period

muge hokkai 事事無礙法界）. Furthermore, it shares many points in common with the idea of the microcosmos in 
Leibniz’s monad theory, as well as Spinoza’s pantheism. This perspective is also a characteristic shared between 
Enryō’s thought and Japanese identical realism.
 As can be seen above,  this  theory of mutual  implication  is  the basic  thought of Enryō’s metaphysics. The 
formation theory, or theory of circular change （rinkasetsu 輪化説）, found in the outer view and the theory of 
the formation of the world of the mind, or mind-cause theory （inshinsetsu 因心説）, found in the inner view are, 
in the end, nothing more than one aspect of this theory of mutual implication. According to him, this theory is 
neither monism, dualism, nor pluralism, neither materialism nor  idealism, neither empiricism nor rationalism, 
neither skepticism nor dogmatism, but rather a “theory of mutual  implication that synthesizes these various 
theories.”13 Enryō’s conception of philosophy as a “comprehensive overall view” is straightforwardly expressed 
here. This tendency to not be partial  to pre-existing perspectives and reject them as one-sided while at the 
same time attempting to synthesize and unify them from a viewpoint called “Enryō’s Middle Way” or “Enryō’s 
Great Way” is consistently found in his thought from Tetsugaku issekiwa onwards. In the “theory of mutual im-
plication” found in Tetsugaku shin’an, this tendency finally took a systematic logical form.
 However, what  is “mutual  implication” in the first place? Looking at  the Chinese characters  that make up 
the compound sōgan, we could understand it to mean the mutual inclusion of something else. For example, the 
suchness of matter （in other words,  the noumenon of material phenomena） latently  includes within  itself  its 
material phenomena, and this material phenomena includes within itself the suchness of matter, its noumenon. 
In this sense, the suchness of matter and the phenomena of matter mutually include each other. Thus, we could 
re-articulate this relationship of  implication as one of cause and effect. Matter’s suchness （the cause） latently 
naturally contains  its effect, and, conversely, phenomena （the effect） naturally must contain  its cause. This  is 
the completely the same with regard to the relationship between phenomena of the mind and the suchness of 
the mind.
 However,  if this  is the case,  it cannot be said that here the meaning of suchness  including phenomena and 
the meaning of phenomena including suchness are completely the same. This is just like we cannot say that the 
meaning of saying the effect is included in the cause is the same as the meaning of saying that the cause is in-
cluded in the effect. When Enryō says “the mutual implication of phenomena and suchness,” he primarily has in 
mind the inclusion of suchness in phenomena. “Mutual implication” in this sense is close to the meaning of “ex-
pression” or “representation,” and thus it corresponds with Spinoza’s concept of “modus” and especially Leib-
niz’s concept of “perception.” The phenomena of matter （or mind） express the suchness of matter （or mind） in 
various forms; within one all is reflected. This is the same as how a monad expresses the whole universe while 
being one part of it. Enryō’s probably had Leibniz’s concept of the microcosme in mind when he stated that mu-
tual implication is similar to how the entire universe is reflected in one’s eyes while one’s eyes are at the same 
time only one part of the universe. In fact, Enryō states that humans are a microcosme, a miniature copy of the 
world, and a model of the universe.14

 However, the situation is slightly different with regard to the idea that the matter’s suchness and the mind’s 
suchness  implicate each other （nyonyo sōgan  如々相含） and matter’s phenomena and the mind’s phenomena 
implicate each other （shōshō sōgan 象々相含）.15 This is because they are cases of neither a cause and effect re-
lationship nor a relationship between the whole and its parts. Rather, these ideas express two sides or stages of 
the same single thing. The meaning of “mutual implication” in this case can be best explained by the parallel re-
lationship spoken of by Spinoza. The suchness of matter and the suchness of the mind are two sides of the one 
suchness. We might be able to say that since this is expressing the essential infinite nature of this one suchness 
from a different perspective, the suchness of matter and the suchness of mind both mutually include each other. 
This is the same as how it can be said that since the cogitatio and extensio are two attributes of one single sub-
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stantia, they mutually include each other. “Material phenomena” and “mind phenomena” are ways of finitely ex-
pressing the one suchness; the relationship between them and the latter is the same as that between the mental 
modus （mind） that is a characteristic of the cogitatio and the material modus （body） that is a characteristic of 
the extensio. Enryō’s use of the metaphor of two mirrors reflecting each other to explain how matter’s suchness 
and the mind’s suchness implicate each other16 is undoubtedly an attempt by him to show that they as well as 
the phenomena of matter and the phenomena of the mind both are in parallel relationships.
 In this way, Enryō’s “suchness” and “phenomena” correspond to Spinoza’s substantia and modus, and the re-
lationship between Enryō’s one suchness, mind/material suchness, and mind/material phenomena correspond 
to the relationship between Spinoza’s substantia （God）, the characteristics cogitatio and extensio, and the modi 
of mind and body. However, the one suchness that Enryō speaks of is not a static substance like Spinoza’s God, 
but rather is an endlessly dynamic activity or energy. However, in Spinoza’s philosophy as well, God is natura 
naturans （naturing nature）, with all things being thought to naturally arise from the eternal and infinite original 
nature of this God. Therefore, it is not impossible to see God as the source of all activity. On the other hand, the 
one suchness that is dynamic activity which Enryō speaks of is just like the axis of a top that stops in one place 
while continually spinning around: it must be have within it staticness.
 Incidentally, the concepts of matter and force’s noumenon as well as rationality and belief that are found in 
Enryō’s complete model of the universe17 are close to the idea of modus infinitus in Spinoza’s philosophy. In oth-
er words, they are the intermediaries or mediators between the noumenon and phenomena, or substantia and 
modus. We could certainly say Enryō’s idea that belief and rationality are the relative infinite which function to 
bridge the two worlds of suchness and phenomena18 is in agreement with Spinoza’s understanding of intuitional 
knowledge and rational knowledge. The former （belief/intuitional knowledge） is cognition that transmits from 
the absolute  to  the relative, and the  latter （rationality/rational knowledge） is cognition that seeks the abso-
lute from the relative. The former is the perspective of religion, and the latter is the perspective of philosophy. 
Therefore, religion and philosophy also both mutually include each other. In this way, we can conclude that En-
ryō’s theory of mutual implication, while having in it some different elements, is essentially a form of Spinozism. 
This Spinozism is an element shared by the group of thinkers that belong to the genealogy of identical realism. 
Put simply, it is the logic of a religious self-awakening based on an immanentist perspective.

3

 Inoue Tetsujirō’s identical realism can be understood by looking at his various works such as “Waga sekaikan 
no ichijin” 我世界観の一塵 （A bit of my worldview, Meiji 27/1894）, “Genshō soku jitsuzai ron no yōryō” 現象即
実在論の要領 （The gist of identical realism, Meiji 30/1897）, “Ninshiki to jitsuzai to no kankei” 認識と実在との関
係 （The relationship of knowledge and reality, Meiji 34/1901）, “Yuibutsuron to yuishinron to ni taisuru jitsuzai-
ron no tetsugakuteki kachi” 唯物論と唯心論とに対する実在論の哲学的価値 （The philosophical value of realism 
in relation to materialism and idealism, Meiji 44/1911）, and Meiji tetsugakkai no kaiko 明治哲学界の回顧 （Looking 
back on the world of Meiji philosophy, Shōwa 昭和 7/1932）. Out of these, the longest is “Ninshiki to jitsuzai to 
no kankei,” and the most succinct and to the point is “Genshō soku jitsuzai ron no yōryō.”
 Inoue saw the duty of philosophy as being the  investigation of reality, and thought that philosophy differs 
from the natural sciences, which investigate phenomena, on this point. However, according to him, reality does 
not exist apart  from phenomena, phenomena do not exist  independently  from reality （both are  identical and 
inseparable）, and therefore an  idea of reality can also be obtained by  investigating phenomena. While  in this 
sense, for Inoue, phenomena are the object of both the natural sciences and philosophy, the latter researches the 
particular variations of phenomena, and the former goes further to investigate the eternal unchanging reality. 
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Thus, the task assigned to philosophy is to make clear （1） how an idea of reality can be obtained, （2） the na-
ture of the concept of reality, and （3） the relationship between reality and phenomena. This view of philosophy 
is almost completely in accordance with Enryō’s aforementioned definition of metaphysics. 
 Inoue defines reality as “infinite universality” （mugen no tsūsei 無限の通性, unendliche Allgemeinheit）. This 
is close to Hegel’s notion of “concrete universality” （konkrete Allgemeinheit）. In the case of Hegel, this concrete 
universality  is “the Absolute” （das Absolute）, while  Inoue also describes “infinite generality” using the Bud-
dhist term “one suchness” （ichinyo 一如, Skt. tathatā）. According to Inoue, while phenomena are the discrimi-
native characteristics of the world, reality is the world’s non-discriminative and equal characteristic. Reality and 
phenomena are nothing other than two mutually identical and inseparable different sides or aspects of the same 
world. He states, “While  I on an abstract  level divide reality and phenomena, originally both are  inseparable 
parts of the same essence and fundamentally do not differ. Separate from phenomena there is no reality, and 
separate from reality there is no phenomena – they are unified and make up the world.”19 Additionally, while 
in reality there is no discrimination between the subjective and objective, on the other hand, phenomena is the 
world of discrimination between the two. Inoue sees the subjective and objective as being two different ways to 
arrive at an idea of the reality.
 On this point, Inoue’s “Ninshiki to jitsuzai no kankei” is completely the same – it explains in detail how phe-
nomena and reality are  identical and inseparable. However,  it goes further to touch upon the relationship be-
tween the subjective and objective in the world of phenomena, arguing that since they are simply “the result 
of logical abstraction” and a distinction that does not originally exist, the subjective, objective, and reality are in 
what could be called a Trinitarian relationship.

    Reality  is not separate  from the subjective;  it does not occupy a  third （tertium quid） position.  In other 
words, it does away with discrimination between subjective and objective. This is reality （Wesen）. If one 
were to discriminate this single entity and see it as something opposing, it becomes the subjective and ob-
jective. If one were to combine the subjective and objective and reduce them to their original state, they 
become reality. Truly, this should be called the one that is three and the three that is one.20

 Not only is the mind represented as simply mental discriminative phenomena, but it is also represented as the 
non-discriminative mental reality. Only by having these two sides does the mind become the mind. At the ba-
sis of mental phenomena that continually change must be an eternal and undying mental reality. Furthermore, 
without the distinction between “I” and “him” or one individual and another individual, there is no mental real-
ity. Inoue saw this “infinite universality” as a type of activity （Thätigkeit）, and thought that mental phenomena 
were the result or manifestations of this activity. In other words, while the mental reality is the innate aspect of 
the mind, mental phenomena are its acquired aspect.21

 Inoue thought that a similar thing could be said with regard to phenomena of  the mind and the reality of 
matter. For example, while color as phenomena possesses  infinite discrimination and transformations, there  is 
no discrimination in color as reality. If one goes back to the origin of color, which contains an infinite number of 
distinctions, one arrives at the one white light that it branches off from. From one perspective, a ray of light is a 
white light containing no distinctions, however at the same time from a different perspective it is color with its 
infinite number of distinctions. The same thing can be said with regard to sounds, scents, flavor, and so on.
 While this is the relationship between phenomena and reality, what is the relationship between the subjective 
and the objective?
 As described above, Inoue saw the difference between subjective and the objective or mind and matter as 
being one of how reality is approached. While we say, “subjective reality” and “objective reality,” this is only a 
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distinction that exists in the context of one approaching the idea of reality; there is no distinction within reality 
itself between the subjective and the objective. Reality  is the unification of the subjective and objective;  in  it 
there is no discrimination between the subjective and objective. As mentioned above, Inoue calls this reality “one 
suchness.” This is the one suchness of the subjective and the objective and of mind and matter. However, it is 
unclear exactly why and how Inoue thinks that this discriminatory world arises  from the non-discriminative 
one suchness that is the sole reality.
 Inoue’s identical realism brings to mind the “identity philosophy” （Identitätsphilosophie） of Schelling. The “one 
suchness” （tathatā） that is reality which he speaks of corresponds to Schelling’s “the absolute” （das Absolute） 
that  is “indifference” （Indifferenz）, and Inoue’s subjective and objective correspond to Schelling’s self and na-
ture. The subjective and the objective are two different ways of seeing the same thing; they are different in that 
they are two ways of arriving at the suchness that  is the absolute. Just as Schelling’s absolute was criticized 
by Hegel as just being like a dark night where all cows turn black,22  in Inoue’s thought the issue of how the 
discriminative world of the subjective and the objective or mind and nature arise from the non-discriminative 
one suchness is really not resolved. Inoue’s identical realism is something that just tries to logically explain the 
relationship between phenomena and reality; it does not try to make clear how phenomena arise from reality, or 
how the distinction between the subjective and the objective arises. In other words, it is a philosophy based on 
a “reflective” perspective, not a “generative” one. Inoue only asserts that phenomena and reality are two sides 
of one coin, and that the subjective and the objective are in a parallel relationship – in other words, he is just 
arguing that there is the logical relationship of identity between phenomena and reality and the subjective and 
the objective. He neglects to consider their generative relationship. In this respect, just as Schelling’s philosophy 
was Spinozism, Inoue’s identical realism can also be seen as one of its varieties. 
 As was  the case  in  the above-discussed mutual  implication  theory of  Inoue Enryō,  in  Inoue Testujirō’s 
thought as well, it is argued that the subjective and the objective, matter and mind, and phenomena and reality 
are  in a mutually  identical non-dualistic relationship and are the  incessant activity of an unknowable reality. 
Furthermore, besides his distinguishing from an entirely epistemological viewpoint between the subjective and 
the objective as two different ways to arrive at reality, many of his claims agree with Enryō’s mutual implica-
tion theory. This prototype of  idealism  in Japan was called “identical realism” （Identitätsrealismus） and “the 
theory of  the complete  interpenetration of reality” （en’yū jitsuzairon  円融実在論, einheitlicher Realismus） by 
Inoue.

4

 Let us now consider Kiyozawa Manshi’s metaphysics. His “theory of the finite and infinite” developed in Shū-
kyo tetsugaku gaikotsu 宗教哲学骸骨 （The skeleton of a philosophy of religion, Meiji 25/1892） and Tariki tetsuga-
ku gaikotsu shikō 他力哲学骸骨試稿 （An attempt at an overview of other-power philosophy, Meiji 28/1895） is 
also one variation of identical realism. In this case, the finite refers to the relative, and the infinite refers to the 
absolute. Since Kiyozawa primarily thought about the relationship between the finite and the infinite in connec-
tion with religion （Buddhism）, this relationship is also one between Buddha and sentient beings.
 According to Kiyozawa, generally, since finite things are only finite in that they are in relation to other finite 
things, the finite is “relative.” Also, since finite things are limited by other finite things, the finite is “dependent” 

（iritsu 依立）. Furthermore, since finite things only exist by depending on other finite things, the finite is nat-
urally “multiple” and “incomplete.” In contrast, the infinite is “one” because it is the whole of all finite things, 

“absolute” because there is nothing that exists in opposition to it outside of it, and “independent” because it is 
not limited by anything else. Therefore, the infinite is at the same time “complete.”
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 In this way, while the finite and the infinite are normally thought to be mutually opposing or conflicting con-
cepts, Kiyozawa did not think that the  infinite existed outside of the finite  in opposition to  it, but rather that 
the infinite was in the finite and envelopes the finite from within it. In this sense, this infinite is close to Hegel’s 
ideas of  the “true  infinite” （wahrhafte Unendlichkeit） and the “concrete universal” （konkrete Allgemeinheit）. 
Kiyozawa thought that the finite and the  infinite were not different essences but the same essence, and saw 
both of them as being in a relationship in which they mutually included the other. He thought about this identi-
ty-based relationship of the finite and the infinite using the model of an organic body.
 He argued as follows. In an organic body, each element is separate while at the same time closely connected 
to other elements. There is no part that is independent; all parts are in a mutually dependent and interdepen-
dent relationship in which they cannot be separated from each other. For example, a hand can only carry out 
its unique functions when it is connected to other systems and organs in the body. If this connection is lost, a 
hand will not be able to adequately perform its functions. Conversely, if a hand is cut off and loses its functions 
as a hand, other systems and organs in the body are always seriously affected. In this way, a hand is closely 
connected to other systems and organs in the body, and they all come together to form the whole body.
 Therefore, Kiyozawa asserts, a hand is a hand because within it all other body systems and organs are con-
tained within it. Therefore, it is one part of the body while at the same time the whole body. In other words, in 
the part of the body that is a hand, the whole body is included. In this sense, the hand is part of the body and at 
the same time expresses the whole body. This can be said with regard the feet, eyes, mouth, and all the other 
organs in the body.
 Kiyozawa explains  this  identity-based complementary relationship between a part and  the whole as  the 

“mutuality of prince and subject” （shuhan gogu 主伴互具）. This refers to all finite things acting as the machine 
（engine） for each finite element when each is carrying out its function. For a hand to function as a hand, the 
other organs must work as its engine. Without the other organs working, the hand cannot carry out its function 
as a hand. If this were shown as a general expression, it would be as follows: in order for A to be A, B, C, and 
D must work as its engine, and in order for B to be B, A, C, and D must work as its engine. When one finite 
thing becomes the “prince” （shukō 主公, the master）, all other things become “subjects” （hanzoku 伴属, retain-
ers）, and they mutually contain each other, with them combining to serve the infinite whole.23 In this way there 
comes to be the mutually overlapping world of the infinite.
 This thought brings to mind the thought found in the Flower Ornament Sutra which is encapsulated by the 
phrase “again and again, without limit” （jūjū mujin 重々無尽）, and also has aspects in common with Leibniz’s 
monad theory. While each finite thing  is part of the whole and a constitutive element, since within one finite 
thing all things are included, it is one small universe; within each finite thing the world as a whole is reflected.
 Kiyozawa tried to see the cause and effect relationship between the finite and the  infinite as a completely 
religious one. According to him, the core of religion is the coming together of the finite and the infinite. In this 
case, on the one hand there is a path in which a finite thing develops the infinite within itself and becomes the 
infinite on its own, and on the other hand there is a path in which the infinite that is on the outside of finite 
things leads the finite and makes it reach the infinite. The former is found in the teaching of self-power （jiriki 
mon 自力門）, and the latter is found in the teachings of other-power （tariki mon 他力門）. Put in terms of sen-
tient beings and buddhas, the gate of self-power is the path on which sentient beings themselves develop their 
internal buddha nature with their own power and become buddhas, while the gate of other-power is the path in 
which a buddha （Amida 阿弥陀 Buddha） leads sentient beings to reach buddhahood. Kiyozawa calls the former 
the “infinite as cause” （insei mugen 因性無限） and the latter the “infinite as effect” （katai mugen 果体無限）.24

 In this way, Kiyozawa thought that his theories regarding the finite and infinite fit those found in the teach-
ings of self-power and other-power in Buddhism. However, according to Kiyozawa, within this “infinite,” there 
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is  the  internal  infinite and the external  infinite, which respectively correspond to the teachings of self-power 
and other-power. He saw the outer infinite as the “bad” or false infinite; the “infinite” for him was the inter-
nal  infinite. The outer  infinite  is not the true  infinite, but rather the relative  infinite or the finite-dimensional 
infinite. To think otherwise, he argues, is to adopt a view based on a transcendental way of thinking in which 
the internal  infinite  is objectified and turned into noema. The noumenon of the infinite （Amida Buddha） that 
is often seen as being outside is actually the infinite that is  internal to oneself. The basis of the infinite as ef-
fect is the infinite as cause; the former is a view based on the externalization （in Kiyozawa’s terminology, the 

“self-alienation,” or itaika 異体化） of the infinite as cause, which originally is the same entity as the finite. How-
ever, we must ask, if this is the case, is not the path in which a finite thing develops the infinite internal to itself 
and itself becomes the infinite – in other words, the teachings of the self-power path of holiness （shōdōmon 聖
道） – original Buddhism, and the path in which the infinite that is outside of finite things （Amida Buddha） leads 
finite things （sentient beings） to the infinite – in other words, the other-power Pure Land teachings （jōdomon 
浄土門） – a corruption that has deviated from original Buddhism?
 In this way, the relationship of the finite and the infinite in a logical sense does not exactly match their rela-
tionship in a cause-and-effect or religious sense. Particularly in Buddhism, there is not one infinite, but many 
infinites （buddhas）, or perhaps we could say Buddhism has a different type of infinite. The so-called three bod-
ies （sanjin 三身） – the dharma body （hosshin 法身）, response body （ōjin 応身）, and reward body （hōjin 報身） 
– are all the infinite. Within this infinite, there is the internal infinite as well as the external infinite, and both 
the infinite as the self and the infinite as another. When thinking of buddhas as the infinite, it is not an infinite 
in the original logical sense of the word, but an infinite that has come to have a religious meaning. It is assumed 
that several different infinites exist, and it is rather forced to try to explain the religious relationship between 
sentient beings and buddhas as the logical relationship between the finite and the infinite. Even if this analogical 
thinking works in the case of the teachings of the self-power path of holiness, it does not for the other-power 
Pure Land teachings.
 However, due to limited space, I cannot consider this issue in more detail,25 and lastly would like to consider 
Kiyozawa’s theory of becoming. 
 Kiyozawa used the compound tenka 転化 （becoming） to refer to the change or movement of things. He saw 
the change of things as including progression （shinka 進化

・

） and regression （taika 退化
・

）, and thus chose tenka to 
refer to both of these aspects. Kiyozawa’s theory of becoming is characterized by its understanding of progres-
sion as the change of going from the finite to the infinite, and regression as the change of going from the infinite 
to the finite. According to him, progression can only be spoken of in the case of finite things, not between the fi-
nite and the infinite. He says that a relationship between the finite and the infinite only exists in a religious rela-
tionship. However, in this case, the finite does not progress to the infinite, but rather the finite develops by itself 
the infinite that was originally latent within it. The finite does not change into an infinite that is something other 
than itself; originally the finite and the infinite are of the same essence. The finite awakens to the infinite within 
it. On this point Kiyozawa’s identical realism differs from both Inoues’ understandings of it. The finite and the 
infinite are “of the same essence and in the same position” （dōtai heii 同体並位）, not “different essences, one of 
which comes before, and one of which comes after” （itai zengo 異体前後）.26 Where there is the finite, there is 
also the infinite; where there is the infinite, there is also the finite. The finite does not progress and become the 
infinite, and the infinite does not change into the finite. While it is said that the relationship of the finite and the 
infinite is developed, the finite itself does not change into the infinite. Only when, following the law of causes, 
conditions, and effects, infinite suchness and finite ignorance come together is the result – all dharmas – born.27 
The finite does not become the infinite, which exists in opposition to it. The finite becomes the infinite as it is. 
Kiyozawa says it is the same as how a beautiful gem is always a beautiful gem, but it comes to gorgeously shine 
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by being cut and polished. In this way, in Kiyozawa’s identical realism, phenomena or finite things are seen as 
reaching reality or the infinite through awakening and practice. This is very different than the thought of both 
Inoues. In Kiyozawa’s thought, the idea that identity is at the same time identity and difference is pronounced. 
We should recognize this as a step forward. 
 Relatedly, Kiyozawa also argues that the dharmas of the universe are connected to each other; each dharma 
possesses the truth of  the entire universe.  In this “principle of  the  interrelationship of all dharmas” （manbō 
sōkan no ri 万法相関の理）28 commonalities with the “again and again, without limit” teaching of the Flower Or-
nament Sutra as well as Leibniz’s monad theory can be seen. As previously stated, this is a characteristic shared 
by identical realism as well.

5

 Lastly, let us consider the theory of pure experience found in Nishida Kitarō’s Zen no kenkyū （Meiji 44/1911）. 
Pure experience is a phenomenon in which there is no distinction between subject and object in a unified con-
sciousness.  It  is epitomized  in the samādhi （perfect absorption） of religionists and the states of  inspiration of 
artists. It is a state like, for example, the dhyāna （meditative concentration） of monastics engaged in Buddhist 
training, or the “afflatus” of painters. In this phenomenon of consciousness, consciousness is in an intense state 
of unification, and the subjective and the objective are not yet divided. Or, rather, the distinction or opposition 
between subject and object is already transcended. In other words, it is not so much the world before distinc-
tions, but rather a world in which all distinctions have been overcome. It  is the equal and non-discriminative 
world spoken of in Buddhism. This ideal or ultimate pure experience is also called “intellectual intuition.” It is 
the world in which “the marks of subject and object sink away, the marks of things and the self are forgotten” 

（shukyaku sōbotsu, motsuga sōbō 主客相没、物我相忘）, and all discrimination has disappeared.
 However, on the other hand, Nishida also calls  the pre-conscious state of a newborn baby  in which there 
are no distinctions between self/other and  lightness/darkness as well as  the stage of direct experiences  like 
sensation and perception “pure experience.” In fact, he even calls reflective thought such as signification and 
judgment pure experience. Yet, in the first place, since the act of reflection is based on distinction and discrim-
ination, it might be thought that calling it pure experience is slightly illogical. Actually, in his next work Jikaku 
ni okeru chokkan to hansei 自覚に於ける直観と反省 （Intuition and reflection in self-awakening, Taishō 6/1917）, 
Nishida himself recognizes that reflection is a stage external and in opposition to intuition （pure experience）. He 
asserts that intuition and reflection only come to be internally unified with the idea of self-awakening. In other 
words, in self-awakening, reflecting on the self is adding something to it; it is intuiting a new self. Intuiting this 
new self gives birth to even more self-reflection. In this way, Nishida came to think that in self-awakening, the 
self is incessantly developed by intuition giving birth to reflection and this reflection giving birth to new intu-
ition.
 However, in Zen no kenkyū, Nishida used individual pure experiences as his starting point, trying to explain 
everything using the concept. Therefore, it was necessary for him to see the various stages of reflective think-
ing that are based upon distinction as being pure experience in a broad sense. In other words, it was necessary 
for him to assert that reflective thinking is not a stage external to pure experience, but rather an internal one 
that could not be omitted  in  the development of pure experience. Therefore, Nishida argued that reflective 
thought is also one type of pure experience based on the following reasons. The unification or lack of unification 
of consciousness is an issue of relative comparison; consciousness that at first glance is thought to be divided 
can be said to be a unified consciousness from the perspective of a lower divided consciousness, and, on the oth-
er hand, consciousness that appears to be unified is a divided consciousness when compared to a higher unified 
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consciousness. Furthermore, in the systematic development of consciousness, the internal division of conscious-
ness is an indispensable element and necessary stage for reaching a greater unification of consciousness. While 
it must be said that this is a somewhat apologetic explanation, at any rate, in this way, he argues, “The truth of 
pure experience is the alpha and omega of our thought.”29

 Furthermore, Nishida assumed that behind or at the basis of these types of pure experience existed a “cer-
tain unifying something” （tōitsuteki arumono 統一的或者） or a “the fundamental unifying power” （kongenteki 
tōitsuryoku 根源的統一力）, and thought that the  former was the differentiated or developed characteristics of 
the latter. In the third section of Zen no kenkyū “The Good” （zen 善）, this root unifying power is seen as the 
phenomenon of universal consciousness that exists in contrast to individual pure experiences that are separate 
consciousness phenomena, and called “The One Great Personality” （ichidai jinkaku  一 大 人 格 ） “The Spirit” 

（seishin 精神）. In the fourth section “Religion” （shūkyō 宗教） it is called “God” （kami 神）. Nishida came to call 
this universal operation of consciousness “self-awakening” （jikaku 自覚） in Jikaku ni okeru chokkan to hansei 
and also described it mystically as the “absolute free will” that  is “self-awakening of self-awakening.” In the 

“Latter Section” of Hataraku mono kara miru mono he 働くものから観るものへ （From the Actor to the Seer, 
Shōwa 2/1927）, at this limit it completely changed, and turned into the logical concept of the “place of absolute 
nothingness” （zettai mu no basho 絶対無の場所）. It can be said that this was a development or turn from pure 
experience to the self-awakening of pure experience itself as well as from the self-awakening of pure experi-
ence to the place in which the self-awakening of pure experience is established. Nishida’s philosophy can prob-
ably be described in one phrase as a philosophy of self-awakening. Put more precisely, it is the self-awakening 
of pure experience itself as well as the place self-awakening – in Japanese bashoteki jikaku 場所的自覚 – of pure 
experience. According to Nishida’s definition, self-awakening is “the self seeing the self” （jiko ga jiko wo miru 
自己が自己を見る）. This self is nothing other than pure experience, and therefore it is pure experience seeing 
pure experience itself. More precisely, since self-awakening is “the self seeing the self in itself” （jiko ga jiko ni 
oite jiko wo miru 自己が自己に於て自己を見る）, self-awakening is pure experience seeing the self itself in the 
basis of the self （the place of absolute nothingness）. Also, at the same time this is the place of absolute nothing-
ness reflecting all things as the shadow of the self inside the self. In this way, in Nishida philosophy the subjec-
tive and the objective are always not divided, and the individual and the universal are identical. The self （the 
subjective） sees the self （the objective） in the self itself （the universal）. At the same time, this is the self （the 
universal） reflecting the shadow of the self （the objective） within the self. In later period Nishida philosophy 
terms, this is “inside as outside, outside as inside” or “the one as many, many as one.”
 However, discussing  the development of Nishida philosophy  is not  the aim of  this paper, and  therefore  I 
would like to again return to the pure experience thought found in Zen no kenkyū.
 As previously described,  in Nishida’s pure experience  thought  there  is  the element of  the oneness of  the 
subjective and objective, as well as the element of the identity of the individual and the universal. It therefore 
meets the two requirements for being identical realism. This can also be seen in places other than the first and 
second sections of Zen no kenkyū, which specifically discuss pure experience and reality.  In the third section 
entitled “The Good” of the same monograph, Nishida states, “Originally, there is no distinction between things 
and the self. Just like it can be said that the objective world is a reflection of the self, the self is a reflection of 
the objective world.”30 He also asserts, “Heaven and earth have the same source, and all things are of one es-
sence,”31 and says, “Our true self is the noumenon of the universe.”32 Furthermore, in the fourth section “Reli-
gion,” not only does he argue that God and humans share the same nature, but also that the relationship of God 
and the universe is that of “noumenon and phenomena,” not that of “an artist and his work,” and that the uni-
verse is not the “creation” of God, but an “expression” of God. All things are an expression of the one and only 
God. He states, “Our individuality is the differentiation of God’s nature,” as well as, “The relationship between 
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God and our individual consciousnesses is the relationship of consciousness as a whole and its parts.”33 There-
fore, God is the basis of humans and the universe, and our returning to God is nothing other than returning to 
this basis.
 In this way, Nishida’s theory of pure experience belongs to the genealogy of identical realism. His difference 
between the two Inoues  is  that,  just  like Kiyozawa, he emphasizes  the negation of  the self and the stage of 
self-awakening. This point  is expressed  in many of his statements. For example, he writes, “The method of 
knowing the true self and becoming one with God is only to be found in the obtaining of the power of the uni-
fication of subject and object by oneself. The obtaining of this power is our coming back to life after we have 
completely killed this false self and died once from the world of desire.”34 He also states, “the activity of the true 
personality ［jinkaku 人格］ can be seen for the first time at the place in which one has exhausted all the power 
of the self, almost all self-consciousness has disappeared, and the self has no consciousness of the self,”35 as well 
as, “At the point which the subjective illusions of the self have been completely worn out and completely uni-
fied with things, the true needs of the self are fulfilled, and one can see the true self.”36

 Lastly, I would like to mention one way in which Nishida’s theory of pure experience differs from other theo-
ries of identical realism: it has strong idealist personality. Of course, since his theory of pure experience speaks 
of a phenomenon of consciousness in which there is not yet any divide between the subjective and the objec-
tive, it itself is neither materialism nor idealism. It is a perspective that transcends this binary opposition. How-
ever, Nishida seeks this transcendental or unifying stance using an idealist approach. He thinks that God is the 
basis of the universe and its foundational unifying power, and defines this so-called Spirit as the unifying aspect 
of the differentiating development of this unifying power, or, conversely, nature as that which  is unified. It  is 
clear how as a result his thought that gave precedence to Spirit’s nature arose. This kind of idealist thought can 
be found in Nishida’s statements such as, “Genuine subjectivity is reality’s noumenon,”37 “Reality is the reality 
that for the first time becomes complete in the Spirit,”38 and, “It must be said that trying to explain the Spirit 
through the essence of things is upside down thinking.”39 Nishida came to be influenced by the subjective ide-
alists Berkeley and Fichte probably for this reason. Furthermore, here we can also point out the  influence of 
Yangming 陽明 school of Confucianism, which teaches that “the heart-mind is the principle” （shinsokuri 心即理）, 
or at least similarity between the two.40 
 Another way in which Nishida’s theory of pure experience differs from other theories of identical realism is 
its pronounced dialectical personality. While Nishida philosophy  is generally known as the  logic of absolutely 
contradictory self-identity, Nishida himself defined it as a dialectic of place, drawing a clear line between it and 
the process dialectics of Hegel and Marx. While I am unable to discuss  in detail  the differences between the 
two,41  in short, while in the latter the contradictions and oppositions of the everyday world are thought to be 
synthesized and unified at a higher stage, in the former contradictory or opposing things possess are self-iden-
tical as they are. The beginnings of this thought of contradictory self-identity can be already seen  in Zen no 
kenkyū. Nishida states the following in the second section of this work when discussing “the basic system of re-
ality”:

    In the establishment of reality … unification and mutual opposition, or rather contradiction, are necessary 
at the basis. Just as Heraclitus said that conflict  is the father of all things, reality is established based on 
contradiction; red things are established in opposition to non-red things, and working things are established 
in opposition to that which is the object of that working. When contradiction disappears reality also van-
ishes. Originally,  this contradiction and unification are  just  the same thing seen  from two sides. There  is 
contradiction because there is unification, and there is unification because there is contradiction. It is like, 
for example, white and black – two things that in all ways are the same yet different in one way are the 
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most opposed to each other. In contrast, two things like virtue and a triangle that do not have any clear 
opposition also do not have any clear unification. The most powerful reality is that which has most skillfully 
harmonized and unified various contradictions.42

 Here, contradiction and unification are two indispensable sides of all things. Nishida is saying that contradic-
tion is only contradiction when there is unification, and conversely unification is only unification when there is 
contradiction. As an example, he presents the relationship of black and white. Black and white mutually contra-
dict and oppose each other, however at the same time both are the same and in accordance in the sense that 
they are both colors. In contrast, things such as virtue and a triangle that do not match in any way also neither 
contradict nor oppose each other. The most  fundamental reality  is  that which has most skillfully harmonized 
and unified the various contradictions and oppositions within it.
 In this way, in Zen no kenkyū as well, the contradictions and oppositions of everyday reality are not synthe-
sized and unified at a higher level, but rather they are two sides that are indispensable in unification. Therefore, 
the internal contradictions and oppositions of things, as they are, are self-identical. Here, he is not describing a 
dialectical development or progression of things, but rather things’ internal dialectical structure. 
 Furthermore,  in the same chapter, Nishida states, “The basic system of reality is one and many, many and 
one. Within equality there  is discrimination, and within discrimination there  is equality. Since these two sides 
cannot be separated, they can be seen as the self-development of one thing. The independent self-completing 
reality always has this system.”43 Here, Nishida’s later “one as many, many as one” thought can be clearly seen. 
 Of course, it cannot be denied that in Nishida’s theory of pure experience there is a process-based dialectical 
way of thing that posits the division of the sole reality and its development through unification, however it must 
be pointed out that at the same time there is a dialectic of place in which contradictions and oppositions are, as 
they are, unified; they form a complete whole. Even with regard to the differentiation and development of pure 
experience, the development spoken of there is at the same time thought of as a return to the source. It is for-
ward progression that is going back to the source and development that is internal unfolding. Phenomena are 
the development of reality, and the development of phenomena is a return to their source. This way of thinking 
can be found in the identical realism of the three above-described figures, and therefore it could be said that 
this is a special characteristic of Japanese-style idealism.
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　作为“思想史”的研究，正如我们将这一概念扩大为“思想的历史”一样，我们要将思想的文本放在历史的语境之

下来加以解读。西方以往的思想史尤为注重“理性”这样的观念，以聚焦“Unit Ideas”或“共同观念”作为研究的目标；

日本的思想史研究深受“没有形成坐标轴式的思想传统”之批评，故日本的思想史研究者尤为注重谋求思想史研究的

坐标轴、尤其是“知识的坐标轴”的问题；中国的思想史研究，则基本上是为了“建立系谱”（书写思想或者人物的脉络）

与“表彰道统”（凸显正统思想），且尤为注重意识形态性。［葛 2010］不过，就中国的日本思想史研究而言，随着全

球化时代的来临，这一研究一方面突破国域的框架，呈现为一个世界性的日本的研究视角 ；一方面则反映出与以“日

本学”为目标的特定地域研究相接轨的趋势。也就是说，中国的日本思想史研究如今体现为了“全球化·地域化”的

研究态势。在此，我们将通过梳理中国学者研究日本思想史的历史、目的、领域与内容，来探讨一下中国的日本思想

史研究的方法与问题之所在。

一、日本思想史研究的历史与目的

　众所周知，经历了明治维新的近代日本先后战胜了清王朝、俄罗斯帝国，成为了亚洲文明的代表。在这一背景下，

以1896年清政府向日本派出首批留学生为契机，留学日本成为了中国近代史上的一大“事件”。继黄遵宪《日本国志》

（1887年）与康有为《日本变政记》（1898年）之后，一批留学日本的人士成为翻译、介绍乃至研究日本思想的先驱。但是，

这一时期的所谓“研究”，大多是将日本思想家的著作或者文章翻译为中文，予以概述性地介绍而已，并没有深入到

一个资料收集、思想评述的正式研究之中。

　1958年，北京大学东方哲学研究室宣布建立，日本哲学研究成为政府规划的开拓性研究学科。也就是说，中国的日

本思想史研究从一开始就带有了以学科制度来催生、以哲学思想来统称、以意识形态来批判的色彩。尽管如此，以朱

谦之、刘及辰为第一代人的日本思想史研究也得以正式起步。朱谦之（1899-1972）被称为“百科全书式的学者”，《日

本的朱子学》（三联书店1958年）、《日本的古学与阳明学》（上海人民出版社1962年）、《日本哲学史》（三联书店1964年）

的三部曲不仅是朱谦之研究日本思想史的代表性著作，同时也是中国的日本思想史研究的开拓性成果。与之同步，刘

及辰（1905-1991）以京都学派哲学为研究对象，出版了《西田哲学》（商务印书馆1963年），而后致力于京都学派哲

学的研究，并《京都学派哲学》（光明日报出版社1993年）两部著作。这一时期日本思想史研究的特点，首先是依据

马克思主义的辩证唯物主义与历史唯物主义来研究与批评日本哲学思想，同时还借鉴与介绍了日本马克思主义学者的

研究成果； 其次，他们为了给以后的研究者提供直接的文献资料，故尤为注重并努力做了原始资料的收集与翻译的活动。

　到了20世纪80年代，经历文革的“停滞”之后的日本思想史研究得以重新起步，并涌现出了王守华、卞崇道、方昌

杰、王家骅、李甦平、金熙德、刘金才、陈化北、崔世广、韩立红、王中田等一批研究者，他们组织了中华全国日本

哲学会，全面涉猎日本思想史的翻译与研究，并开拓了不少新的研究领域。这一时期，王守华、卞崇道编著《日本哲

学史教程》（山东大学出版社1989年）、金熙德《日本近代哲学史纲》（延边大学出版社1989年）、王家骅《儒家思想与

日本文化》（浙江人民出版社1990年）、方昌杰《日本近代哲学思想史稿》（光明日报出版社1991年）、卞崇道主编《战

后日本哲学思想概论》（中央编译出版社1996年，1999年日本语版）等一批综合研究著作得以出版，他们大多是将日

本思想史放在了一个外来思想与自身传统相冲突的背景之下来加以把握，一方面坚持了以往的历史学研究方法，积极

发掘、收集、整理文献资料 ；一方面是结合日本文化的根本特征来探讨日本思想的发展轨迹，并谋求树立日本思想史

的体系结构与时代定位。

中国的日本思想史研究

卞崇道　吴光辉
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　这一时期也出现了不少专题性的研究。就江户思想研究这一领域而言，王守华主编《安藤昌益·现代·中国》（山

东人民出版社1993年）、王中田《江户时代日本儒学研究》（中国社会科学出版社1994年）、李甦平《石田梅岩》（台湾

东大图书公司1997年）、毕小辉《中江兆民》（台湾东大图书公司1998年）、韩立红《石田梅岩与陆象山思想比较研究》（天

津人民出版社1999年）等一批研究成果，或是延续了朱谦之曾涉及的唯物主义思想家的研究，或是站在东亚视角来看

待日本思想史上的重要人物，或是进行了比较思想的研究。就马克思主义思想研究而言，我们可以提到自1980年以来，

借助学术交流研讨会的形式，中国与日本一道推进了马克思主义哲学在日本、日本马克思主义思想家户坂润、三木清、

河上肇、永田广志的学术研究。就日本宗教哲学而言，王守华的研究具有了开拓性的意义。1997年，王守华通过东京

农文协出版社出版了《日本神道的现代意义》一书，不仅引起了日本学术界和神道界的热烈反响，同时也发挥了开创

中国的神道思想研究领域的重要作用。顺便提一下，步入21世纪以来，范景武《神道文化与思想研究》（内蒙古人民

出版社2001年）、王宝平主编《神道与日本文化》（北京图书馆2003年）、王维先《日本垂加神道哲学思想研究》（山东

人民出版社2004年）、牛建科《复古神道哲学思想研究》（齐鲁书社2005年）等一批神道研究的著作相继出版，形成了

以王守华教授为中心的日本神道研究团体。总之，这一时期的日本思想史研究为后来之研究提供了文献资料，并展示

了思想史研究的基本方法，从而也为21世纪的新研究奠定了一个基础。

　步入21世纪之后，中国的日本思想史研究呈现出了前所未有的活跃之状态，一批留学日本的青年学者构成了中国的

日本思想史研究的第三代。这一时期，第一代研究者退出了历史舞台 ；第二代研究者作为学术领路人积极著书立说，

指导对话交流 ；以郭连友、王青、刘岳兵、龚颖、韩东育为代表的第三代研究者一方面援用日本思想史研究的方法，

积极介绍日本研究的最新成果 ；一方面也努力地开拓出了自身独特的研究领域，无论是研究的视角，还是研究的目的，

抑或是研究的方法，皆呈现出了一个“多样性·多面性·复杂性”的日本思想史研究之样态。

　中国学者为什么要研究日本思想史？通过前文的简要概述，或许我们可以认识到中国学者的问题意识之所在。首先，

就是把日本作为了近代化或者现代化的先行者，探讨日本接受西方的思想历程与文化转型，进而站在东亚文化圈的立

场来探讨东亚与西方的问题，或者说由此转而反观东亚自身传统思想的可能性与未来性的问题。中国近代知识分子一

直以来皆不曾改变的文化诉求在于 ：一是通过日本来吸取与了解西方近代科学文化知识，也就是以日本为工具 ；二是

模仿与吸取日本建设现代化的成功经验，也就是以日本为方法。这样的问题意识，应该说一直延续到了21世纪的现在。

　其次，将日本思想史研究还原为一个历史事实的实证性研究，同时它也是一个涉及到了文化本质的探讨、即日本的

特殊性，且将它作为了一个与中国有所区别的“文化他者”的研究。正如朱谦之在《日本的朱子学》前记之中所阐述

的，“朱子学派在中国明清之际已濒于衰颓，而在日本则一时如百花齐放现出异样之奇观。”因此，中国哲学对于日本

究竟产生了什么样的影响？对于中国学者而言，应该说是“特别主要的任务之一”［朱 2002 ：3］，尤其是需要我们根

据文献史料，开展事实性的思想史研究。

二、日本思想史研究的领域与内容

　承前所述，中国的日本思想史研究是伴随着学科制度的建设而得以兴起，且是通过了北京大学这一学术重镇而得以

稳固下来的。不仅如此，正如这一研究经历了两代人，第三代人如今也登上了历史舞台一样，日本思想史的研究也随

着历史的变迁而迎来了一大转变。接下来，我们就按照日本思想史研究的基本领域来进行一个划分，逐次提示21世纪

前十年中国学者的新的研究成果，由此来描述一下中国的日本思想史研究的方法与特征。

　江户思想研究　如果说之前的江户思想研究注重文献史料，强调思想研究的“体系”的话，那么步入21世纪之后的

日本思想史研究，则是专题性研究、人物研究开始占据重要地位。按照出版年代，刘金才《町人伦理思想研究》（北

京大学出版社2001年）、韩东育《日本近世新法家研究》（中华书局2003年）与《从“脱儒”到“脱亚”：日本近世以

来“去中心化”之思想过程》（台湾大学出版中心2009年）、王青《日本近世儒学家荻生徂徕研究》（上海古籍出版社

2005年）与《日本近世思想概论》（世界知识出版社2006年）、赵刚《林罗山与日本的儒学》（世界知识出版社2006年）、

郭连友《吉田松阴与近代中国》（中国社会科学出版社2007年）、龚颖《“似而非”的日本朱子学：林罗山思想研究》（学

苑出版社2008年），张崑将《德川日本「忠」「孝」概念的形成与发展》（华东师范大学出版社2008年）与《日本德川

时代古学派之王道政治论—以伊藤仁斋、狄生徂徕为中心》（华东师范大学出版社2008年）、蒋春红《日本近世国学
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思想—以本居宣长研究为中心》（学苑出版社2008年）等一批著作，成为这一时期江户思想史研究的代表。

　这一批研究著作分别涉及了町人、近世儒学家、古学派、新法家、维新志士、日本朱子学者等不少的“身份”问题，

同时也令人不得不产生了一定的质疑，究竟是否是“事实性的研究”。在此，我们姑且将这一问题搁置一旁，谨就这

一研究的特点与方法来予以探讨。首先，王青是第一个推出“近世儒学家”荻生徂徕研究的学术著作的青年学者，同

时也试图谋求形成一个“近世思想”的整体性的、系统性的研究。应该说这也是中国学者极为擅长的一条研究路径。

其次，韩东育一开始针对朱子学核心之一的道德主义乃至整个“合理主义”体系本身遭受质疑的时代语境，通过提出“近

世新法家”这一概念来概述荻生徂徕、太宰春台、海保青陵的思想轨迹，以突出“脱儒入法”的研究命题。这样一个

实证性、客观性的研究到了《从“脱儒”到“脱亚”》一书，则是进一步将“脱儒”与“脱亚”的两个思想进行了递

续性的理论对接，以寻求日本文化转型过程之中的内在的连续性。第三，在这一批尤为注重文献资料的研究著作之中，

应该说也出现了中国与日本的双重轨迹的思想研究。龚颖《“似而非”的日本朱子学 ：林罗山思想研究》一书就提到，

按照“他国·本国”的思路去研究“朱子学·林罗山思想”，那么林罗山思想的研究就具备了双重的意义，一是由此

可以认识到“日本朱子学鼻祖”林罗山的思想特色，二是借此可以反观朱子学的理论特征。换而言之，如果说过去的

研究是将中国与日本放在了一个“朱子学”的传播与接受的共同轨迹下来展开研究的话，那么如今更多的则是注重阐

述或者论证东亚内部的多样性这一“前提”。第四，过去的研究大多注重了中国思想对于日本江户时代的影响，但是，

日本思想到了近代也极大地影响了中国。郭连友《吉田松阴与近代中国》一书就是通过大量的文献史料的收集与整理，

阐述了吉田松阴的思想在中国的介绍与传播，并剖析了中国近代知识分子如何理解与接受日本的问题。

　明治哲学·京都学派研究　　明治哲学思想的研究一直就是中国研究者的关注重点之一。1989年，作为中日共同

研究成果，卞崇道、铃木正共同编撰的《日本近代十大哲学家》经上海人民出版社出版。步入21世纪之后，明治哲学、

尤其是京都学派哲学研究迎来了一个新局面。吴光辉《传统与超越—日本知识分子的精神轨迹》（中央编译出版社

2003年）一书阐述了西田哲学作为东方思想的线索。刁榴《三木清的哲学研究—以昭和思潮为线索》（社会科学文

献出版社2008年）全面介绍了三木清的思想历程，乃是中国第一部专门研究三木清的著作。代丽重新翻译了西田几多

郎的《善的研究》（光明日报出版社2009年），韩书堂出版了《纯粹经验 ：西田几多郎哲学与文艺美学思想研究》（齐

鲁书社2009年）。不过，围绕明治哲学·京都学派哲学的研究，我们则不得不重点描述一下卞崇道的日本哲学思想研

究的轨迹。

　1996年，卞崇道出版了《现代日本哲学与文化》（吉林人民出版社）一书，围绕日本的现代化模式进行了阐述，强

调它突破了欧美现代化的既有定式，打破了西方文化价值中心主义的神话，且始终保持了与自身民族风格相结合的独

创性。他还指出，日本资本主义精神既不是“脱亚入欧”的产物，也不是日本传统思想的现代翻版，而是东西文化融

合所产生的独特的、现代日本的民族精神。换而言之，“东西方文化相结合”正是“日本现代化模式的本质特征和意

义所在”［卞 1996 ：142］。2003年，卞崇道出版了《日本哲学与现代化》（沈阳出版社）一书。围绕现代化这一主题，

按照日本现代化的基点、提出、推进、毁灭、完成的各个阶段，卞崇道分别阐述了与之相呼应的各个时期的日本哲学

思想，并提示了“从虚学到实学、伦理道德观的转型、多元价值观的重构、近代自我的确立、儒学的重构及其社会功能”

［卞 2003 ：205、295-325］等一系列日本哲学思想的研究课题。2008年，卞崇道推出了《融合与共生—东亚视域中

的日本哲学》（人民出版社）一书。该书阐述了传统儒学、明治哲学、日本哲学的转型与树立的精神历程，突出了“多

元文化共生”的基本理念与重构东方哲学的时代课题。

　如果说之前的两部书是阐述日本的现代化模式，突出现代化为目标的东方哲学重新建构的话，那么这一部书的根本

则是站在了全球化与地域化的公共哲学的立场，基于东西方思想的融合与共生的根本事实，提出了树立与“多元文化

共生”的世界文化未来格局相对应的哲学思想的时代命题。这一立场，应该说同时也是卞崇道就自身的现代化研究所

作的一个理论归结。

　儒学比较研究　日本现代化走向成功的精神文化根源究竟是什么，一直就是中国的日本思想研究者的重要课题之一。

作为摸索这一课题的重要一环，儒学研究受到了极大的关注。王家骅1988年出版了日文专著《日中儒学比较》（六兴

出版社），而后相继出版了《儒家思想与日本的现代化》（浙江人民出版社1995年）和《日本的近代化与儒学》（日本：

东京农文协出版社1998年），客观地评价了日本儒学在现代化进程中所发挥的正负功能，［王 1995 ：305］可谓是对这
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一课题进行长期研究的力作。与此同时，李甦平也出版了《转机与革新—论中国畸儒朱之瑜》（中国人民大学出版

社1989年）、《圣人与武士—中日传统文化与现代化之比较》（中国人民大学出版社1992年）两部著作。前者开辟专章“中

日文化交流的灿烂一页—朱之瑜与日本文化”，论述了朱之瑜、即朱舜水对日本朱子学派、古学派和水户学派的影

响 ；后者就中国与日本的阳明学进行比较研究，突出了现代化必须以传统为基础，传统必须以现代化为目标，日本的

现代化可以说就是对其传统文化加以变革转型之结果的思想主题。

　儒学思想的研究到了21世纪之后，则出现了刘岳兵的三部曲、即《日本近代儒学研究》（商务印书馆2003年）、《明

治儒学与近代日本》（上海古籍出版社2005年）、《中日近现代思想与儒学》（三联书店2007年）的系列研究。围绕着“儒

学”这一概念下的汉学者，尤其是明治时代之后的一批人物，刘岳兵展开了以文献资料的挖掘与解读，突出东亚儒学

思想比较视角的系列研究。不仅如此，审视这样的三部曲著作之标题，我们也可以发现刘岳兵通过近代儒学、明治儒

学、近现代思想背景下的儒学的各自设定，逐渐地从儒学的比较研究转向了日本近现代思想的研究。这一结果，也就

是2010年出版的《日本近现代思想史》（世界知识出版社）第一部打上了“思想史”之名目的综合论著。

　该书可谓是中国的日本思想史研究的一大力作。究其特点，首先，该书一改“九十年代以来文献学研究薄弱”之弊

端，尤为注重史料研究，穿插研究成果，力图展现思想史的丰富性与可能性。作为研究方法，该书在序言之中突出强

调以资料文献的发掘与甄别为关键的历史学研究方法。［刘 2010 ：序言］换句话说，《日本近现代思想史》一书的根

本即在于将历史学的方法贯彻到底。其次，该书上溯近代思想的萌芽时期—江户时代，下续到现代思想的战后阶段，

为我们重新梳理了一下作为“历史”的思想史的研究框架。第三，该书的重点在于阐述政治思想史的演变，不过也提

到了可称之为“思想论争史”、“庶民思想史”、“女性思想史”的丰富内涵，而且还涉及到了或者是儒学思想、佛学思

想、神道思想，或者是马克思主义，或者是京都学派哲学，或者是战后思潮的“多样性”的内容，从而再现了在日本

这一视点的内部，世界的“近代·现代”的思想究竟是如何相互影响、彼此交融，从而出现了“多样性·多面性·复

杂性”之样态的历史事实。

　启蒙思想的比较研究　　日本的启蒙思想研究可谓是日本思想史研究的重点之一。不过，中国的研究者大多是站在

一个比较思想的立场来进行研究。1989年，崔世广出版了《近代启蒙思想与近代化—中日近代启蒙思想比较》（北

京航天航空大学出版社），1991年，王中江出版了《严复与福泽谕吉—中日启蒙思想比较》（河南大学出版社），二

者皆是旨在通过日本近代启蒙思想的研究来揭示日本近代思想发展的内在逻辑，阐述启蒙思想本身与日本文化、日本

近代化之间的关系。

　继《日本大正时期政治思潮与知识分子研究》（中国社会科学出版社2004年）之后，陈秀武出版了《近代日本国家

意识的形成》（商务印书馆2008年）一书。该书梳理了江户时代日本民族从“藩即国”理念向近代国家意识转化的发

展脉络与思想历程，并阐明了近代日本国家意识的基本特征和构成内容，且就这一崭新的国家意识给予日本近现代史、

对外关系的影响和作用进行了深入解读。与陈秀武的日本研究相呼应的，则是钱国红出版的《走近“西洋”和“东洋”》 

（商务印书馆2009年）一书。该书一方面延续了其过去的佐久间象山与魏源的启蒙思想的比较研究，一方面则提出了

“中国·西洋·日本 ：三角测量的视角”的研究方法，探讨在“西洋冲击”这一共同命运之下的、东方的日本与中国

的知识分子所作出的不同的文明选择。

　不过，在此必须提到的一部研究著作，即语言学·翻译学研究者王克非撰写的《中日近代对西方政治哲学思想的摄

取—严复与日本启蒙学者》（中国社会科学出版社1996年）一书。该书围绕西方政治哲学思想的摄取，就中国的学

者严复与日本的一批启蒙学者进行了比较研究。这一研究可谓业已带有了“西方·中国·日本”的研究框架。如今，

这样的比较思想研究则是通过钱国红的著作得以正式地提出了一个“三角测量”、而不是二元对立论式的模型。我认为，

这不仅为思想史研究的“坐标轴”的移入提供了一个新的构思，同时也带有了最为深刻的方法论的内涵。

　现代思潮的互动研究　　伴随着后现代主义的兴起，传统的政治学、历史学的思想史研究开始走向相对弱化，正如

“跨学科Interdisciplinary”这一术语所彰显的，不少的学问方法开始进入到了思想史研究的视域之中。不过，就日本思

想史的研究而言，则更多的体现为一种全球化语境下的“互动性”的现代思潮研究，即围绕一个共同关心的核心概念

展开多领域、跨学科的研究。林少阳《“文”与日本的现代性》（中央编译出版社2004年）、孙歌《竹内好的悖论》（北

京大学出版社2005年）、赵京华《日本后现代与知识左翼》（三联书店2007年）等一批现代性研究著作成为了这一研究
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的代表。

　林少阳《“文”与日本的现代性》一书通过审视作为语言·思想的核心的“文”这一概念，重新探讨了自十七世

纪到二十世纪日本的语言思想、文学理论以及文学创作，力图站在反思“现代性”的立场来重新构建日本的批评理

论。孙歌《竹内好的悖论》一书指出竹内好并没有将“亚洲”和“中国”作为一个实体来把握，而是将它们视为了进

入日本的现实的“方法”来加以利用，在这一基础上，孙歌指出，要以竹内好的悖论作为出发点，近代化作为一种政

治、经济和军事的入侵的确来自东亚的外部，但是其根本原理则必须产生于东亚内部，也就是只有通过来自内部的否

定，才能产生重构“亚洲是什么”这一话语主体的真正的意义与可能。赵京华《日本后现代与知识左翼》一书集中讨

论了以柄谷行人、子安宣邦、小森阳一、高桥哲哉为代表的一批带有后现代主义倾向的人物，揭示了以这样的“知识

左翼”的政治介入或者文学批评对于我们了解具有世界同时性的、后现代主义者“向左转”的现象的重要启示意义。

　之所以称为“互动性”的现代思潮研究，不仅是因为他们与日本的思想史研究保持了同步性，同时也是因为这样的 

思想史研究课题也正是中国如今所面对的一大课题。这样的“互动性”的研究，也有助于我们站在一个亚洲内部的

“多样化”的立场，以此为出发点来看待处在了同一境位下的思想史的各个问题，或者就思想本身的“逻辑起点”与“界

限问题”来展开共同的探讨。

三、日本思想史研究的评价与问题

　中国学者葛兆光曾经撰写一篇题为《谁的思想史? 为谁写的思想史?—近年来日本学界对日本思想史的研究及其启

示》的文章，提到日本的思想史研究者“始终有一个‘谁的思想史, 为谁写的思想史’这样的意识” ［葛 2004 ：53-63］。

那么，中国的日本思想史研究者究竟如何呢？基于前文的探讨与剖析，在此，拙文将就研究对象、研究内容、研究方

法的变迁来归纳一下中国的日本思想史研究的特色。

　首先，就研究对象而言，正如前文所阐述的日本思想史研究的问题意识一样，中国的研究者大多是抱着以日本为典

范，试图借鉴日本的成功经验而开始了日本思想史的研究。因此，也正如日本思想史的研究事实所反映出来的，我们

经历了一个翻译—介绍—文本解读（著述）—确立框架（体系研究）的研究过程。在这一过程中，作为研究对

象的日本始终没有发生改变。不过，究竟是作为日本的日本，还是作为东亚的日本，还是作为世界的日本，应该说中

国学者的研究视野走过了一条从日本到东亚，从东亚到世界的，或许更为接近事实地说，是将日本、东亚、世界的三

者联系在了一起，以此作为日本这一实存的“背景”的研究。不仅如此，日本这一对象也从一开始的“文化圈”框架

下的文化共通者，转变为了“文化的绝对他者”，而且也是在一个自他的紧张关系的背景之下来展开日本思想史的研究。

　其次，就研究内容而言，应该说一方面儒学研究占据了绝对性的主导地位，一方面现今的日本哲学思想研究也开始

受到重大关注。正如之前的评述所示，如今中国学者的江户思想史研究呈现出了一个多样化、多面性的性格，且围绕

“身份”的问题不断出现争鸣，呈现出了极为活跃的研究氛围。与此同时，刘岳兵的三部曲式的儒学研究更是将视野

放到了明治时期之后，开拓出了一个新的研究领域，《日本近现代思想史》一书更是进一步丰富了中国的日本思想史

研究的内容。儒学研究或许多少带有了一点中国人自身的文化情结，但是到了如今，或许是遭遇到了日本哲学研究的

刺激，中国学者开始走出儒学框架，站在一个普遍“知识”的立场，或者说放在一个“世界”的场域（1）来重新思

考作为“事件”的思想史的问题，从而也最大限度地为思想史研究—而不仅仅是日本思想史—提供一个新的对话

空间与话语方式。

　第三，就研究方法而言，正如前文的阐述所示，中国学者大多注重文献资料的原始性，也擅长于进行一个思想或者

人物的评价式的系统研究。但是，这样的单一性的研究方式如今也发生了转变。不可否认，如今的日本思想史研究或

者是某个时代的核心概念的研究史，或者是谋求范式转换的研究方法，或者是“三角测量”的比较性的研究方法，或

者是“日本学”框架下的思想研究，应该说大多皆是承袭了日本思想史研究的方法。姑且不谈这样的研究方法究竟是

来自欧美还是来自日本，我们也不得不感到遗憾的一点，即中国缺乏了自身研究日本思想史的方法。但是，在经历了

外来理论巨大冲击之后，中国学者也开始了“理论之后”的反思，注重强调基于实证史料的诠释性研究。恰如“他

国·本国”的自他性框架、“脱·入”的中心边缘论、“融合·共生”的文化重构模式所反映出来的一样，思想史研究

不再是一个“过去”的思想的研究，也不再拘泥于既有的固定观念，而是开始走向带有了“历史意识”的事实性研究。

葛兆光所阐述的“谁的思想史?为谁写的思想史?”这一观念，应该说也同时深刻地刺激了中国从事日本思想史研究的
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一批人。

　尽管如今中国的日本思想史研究迎来了一个热潮时期，但是我们在此也不得不指出这一研究所存在的最为关键的问

题，即“主体性意识”的问题。换而言之，为什么要研究日本思想史？最初的日本思想史研究极为重视原始资料的收

集与译介 ；而后的研究开始注重“现代化”、“日本文化的独特性”一类的思想观念，尽管我们努力地致力于新的研究

领域的开拓，但是在方法论的建树这一方面却乏善可陈。到了如今走向“东亚”或者“全球化”这样的趋势之际，我

们也就陷入到了一个“失语”的状态之中。因此，注重原始性的文献史料的搜寻、甄别与解读，乃是一条我们不得不

重新开始的、不是捷径的捷径。

　不仅如此，我们还必须主动地突出自身的“对话立场”。日本思想史的批判意识就在于不断地出现新的“坐标轴”，

存在了一个“坐标轴”式的中心。与之不同，中国人的固有观念就是“和而不同”的趋同意识，因此在接触日本思想

史研究的时候，我们大多是站在了“趋同”的立场去构建一个思想、尤其是中国思想的“延长线”。这样一来，也就

在一开始缺乏了思想史研究的最为根本的批判意识。即便是我们的日本思想史研究存在了一定的批判意识，也只是缺

乏了“知识”根底的、流于情感表述的批评而已。因此，我们必须以“知识”的架构作为逻辑起点，站在科学而客观

的“对话立场”，努力构建起一个多样化的研究框架。

　最后，谨在此引用《融合与共生》之中的一段文字，以此作为本论的归结。“要客观地认识他者，首先要客观地认识自己；

自己中包含他者，他者中也包含自己。树立他者意识，站在他者立场，客观地认识、研究日本思想文化，是笔者试图

提示的一种方法论视角。超越中日两国的域界，从东亚视域乃至全球视域来认识日本或中国的思想文化，则是构建21

世纪东亚哲学的前提。”［卞 2008 ：3-4］

关键词：日本思想史、江户思想、日本哲学、儒学比较研究、现代思潮

　＊本文为卞崇道教授委托，应允共同执笔之作。卞师于2012年12月31日20时驾鹤西游，承蒙东洋大学岩井昌悟教授

为代表的《国际哲学研究》杂志予以出版，在此谨向该杂志编辑者深表谢意，并以此来告慰卞师之教泽。日文翻译承

蒙大阪市立大学高坂史朗教授协助与指导，在此也一并致谢。

注

（ 1 ） 卞崇道主张把西田哲学置于“世界”这一场域中，通过与西方哲学（或者在东方哲学内部）展开对话来揭示西田哲学的现

代意义。参考卞崇道 ：《西田哲学研究的当代意义》，《日本问题研究》，2010年第 2 期。
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Preamble

 It is well-known that Nishida Kitarō 西田幾多郎 described religion as “a spiritual fact.” But of course the “fact” 
of which he is here speaking is not a so-called objective fact obtained by observing an object. For Nishida, re-
ligion “does not refer to an idea based simply on the demands of emotion and will, and it is religion because it 
is truly the fundamental fact of the establishment of the self” （10: 47）. 1  Instead of observing objects, religion 
becomes a fact through deep reflection on the foundations of one’s own person. Therefore, Nishida writes: “I am 
opposed both to those who discuss religion in terms of the logic of objects and merely in terms of knowledge, 
which goes without saying, and also to those who think of religion through the medium of moral demands” （11: 
134）. It is not possible to discuss religion by means of the “logic of objects,” which observes and describes ob-
jects. Nor can one speak of religion in terms of a god demanded as an extension of morality.
 However,  these arguments of Nishida’s,  founded on the  fact of  the religious establishment of  the self, were 
later criticized for representing a contemplative position that  lacked in historical  inquiry. But Nishida did not 
simply treat religion as a premise. The fact of the religious establishment of the self simultaneously encompass-
es the fact that this self is established in a historical world. Therefore, Nishida was not thinking of a situation 
divorced from history. Further, even though he may have been basing himself on the religious establishment of 
the self, this was not a form of thinking that subordinated the self to religion or God. Rather, he saw the essence 
of man in a freedom in which man went so far as to turn his back on God. “But the more man would make 
himself utterly free, the more he dashes up against an absolute iron wall” （9: 56）. 2  Nishida considered humans 
to be utterly free, but he also turned his attention to their limitations. Using Dostoevsky’s novels as a lead, he 
described the impasses that supposedly free human beings come up against. On this basis he then proposed the 

“self-identity of absolute contradictories” as a more fundamental mode of being for the self than the modern 
rational subjective agent. In an age of nihilism in which it had been declared that “God is dead,” this would also 
become an attempt to restore once again a circuit connecting with the absolute plane. This could be considered 
to have been informed with earnest thinking that, responding sincerely to the crisis of the times, attempted to 
recover our true being.
 In past discussions of Nishida’s views on religion, it has been common to discuss connections with the abso-
lute, and the question of how the religious establishment of the self is given concrete form as the historical self 
has often been neglected. Furthermore, many scholars have discussed connections with specific religions. 3  But 
insofar that the establishment of the self, the most fundamental fact for us,  is a religious fact, the question of 
how it plays out in the historical world also needs to be considered. Of course, the subject that concerned Nishi-
da was not something like nihilism as the final outcome of the history of modern metaphysics. Rather, the issue 
concerned our fundamental mode of being, in which even nihilism becomes possible.

Religion in a Godless Age:  
The Question of Religion in the Later Nishida

Shirai Masato
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 Based on the above concerns, I shall  in the following clarify the question of religion in the later Nishida to-
gether with his awareness of the age in which he lived. First, drawing on Dostoevsky and Nietzsche, I clarify 
Nishida’s understanding of the modern age （section 1）. Then, as grounds making possible this diagnosis of the 
age, I discuss how he thought of humankind and the world （section 2）. On this basis, I then show how Nishida 
considered the possibilities that essentially drive human beings into danger to be contained in the character of 
reason, man, and the world （section 3）. Lastly, I examine the religious mode of being whereby people can gain 
new life （section 4）.

1. Existence in Crisis: With Reference to Dostoevsky and Others

 First, let us begin by throwing into relief Nishida’s awareness of the age in which he lived, using as a lead his 
references to Dostoevsky and others. 4  Towards the end of “The World as Dialectical Universal” （“Benshōhōteki 
ippansha to shite no sekai” 弁証法的一般者としての世界 ［1934］）, an essay in which the philosophy of the later 
Nishida is said to have been brought to completion, 5  Nishida gives the following diagnosis of the age in which 
he lived while also touching on the religious world.

    Consideration of the religious world may be thought to be a direct return to the Middle Ages. But the evils 
of the Middle Ages did not consist in considering the world religious. It was rather because that age was 
superstitious. It was, on the contrary, because it was not truly religious. It is not just that modern scientific 
culture consists in having taught us the means of material desires; it can rather be said to give us true reli-
gion by causing us to know the ultimate limits of man. 6  （7: 426）

 According to Nishida, the Middle Ages were an age when religion was institutionalized and objectified, and it 
was not a time in which religious self-awareness was pursued on the basis of self-establishment. In this sense it 
could be said to have been an age of superstition. It was rather with the advent of the age of modern scientific 
civilization, when the ultimate limits of man were exposed, that there arose the opportunity for reflecting on the 
basis of self-establishment. It is for this reason that it is said that the modern age paradoxically confers true re-
ligion. Regarding the limitations of man in the modern age, Nishida continues:

    The man from Dostoevsky’s Notes from the Underground says that he cannot become a hero, but neither 
can he become vermin, and that the nineteenth century man must be impersonal in the true sense of the 
word. This must be the new point of departure for religion. Man faces an absolute wall. As he says, the nat-
ural man has run into a wall, and he merely is acquiescing to its existence. This is foolishness. The man of 
culture only acquiesces to it by seeing his self as a mere mouse. Herein lies the new religious question. 7  （7: 
426）

 In the material civilization of the modern age, human beings, with an exceedingly oversized self-conscious-
ness, and no longer able to become “someone,” can be no more than “impersonal” people who face an absolute 
wall or barrier and can do nothing but run into it. It is only in such hopeless circumstances that essential ques-
tions about religion can be asked for the first time. In his essay “The Forms of Culture of the Classical Peri-
ods of East and West from a Metaphysical Position” （“Keijijōgaku teki tachiba kara mita tōzai kodai no bunka 
keitai” 形而上学的立場から見た東西古代の文化形態 ［1934］）, Nishida writes of  the Russia of Dostoevsky, who 
described people who could no longer believe in reason or nature: “It may be said to have an Eastern quality, i.e. 
to possess the significance of being a culture of nothingness. It is a culture of the negation of logos.”8  （7: 440） 



国際哲学研究 3 号 2014  317

Article

Nishida realized that “a culture of  the negation of  logos” had arisen at  the ultimate  limit of  the modern age, 
which could be said to be centred on logos.
 Further,  in “Human Existence” （“Ningenteki sonzai”  人間的存在 ［1938］）, Nishida discusses Dostoevsky  in 
greater detail. Let us consider the following quotation, rather lengthy though it is.

    His problem was the question of what sort of thing man is. He pursued the problem seriously and exhaus-
tively. As the hero of Notes from the Underground says, the impulsive person, like a mad bull, immediately 
lowers his horns and rams into a wall. But where there is no freedom, there man is not. Science says there 
is nothing of what is called free will or the like, but if man is not a mathematical formula, neither is he an 
organ stop. The hero of Crime and Punishment killed a usurious old woman. But he did so neither in order 
to take her money nor for the sake of saving someone. Rather, it was to test his freedom, to see whether all 
is permitted, like Napoleon, to the powerful. Yet it became clear that he was no more than a single louse. 
Even the  famous discourse of  the Grand Inquisitor  in The Brothers Karamazov says nothing other than 
this. Dostoevsky saw man at the ultimate limit; he saw man in relation to his “vanishing point.”9  （9: 54–55）

 According to Nishida, Dostoevsky saw man at his ultimate limit, at the vanishing point where the modern ego 
reaches an impasse.10 Nishida further refers to another thinker who also saw man at his ultimate limit: “Nietzsche, 
too, saw man at his ultimate  limit. But he saw him from the exactly opposite standpoint  from that of Dosto-
evsky” （9: 55）. Writing that at this limit “only two paths” are available to man, Nishida continues: “Either one 
could,  like Raskolnikov, bow one’s head to the prostitute Sonja, who asked whether one can live without God, 
and enter upon a new life, or else there is the path to the man-god advocated by Kirilov in Demons” （9: 55）. 
But in connection with the idea of the Übermensch Nishida writes as follows:

    But in my view, is it not the case that his idea of the eternal return shows that, from the standpoint of the 
Übermensch, he himself  faced a deep ravine that he could cross on his own? The dwarf ［in Thus Spoke 
Zarathustra］ says, “All that is straight lies; all truth is crooked; time itself is a circle.” From the standpoint 
of the eternal return, even the Übermensch will at some time have to become a dwarf. The dogs bark when 
the moon is high （Vom Gesicht und Rätsel）. （9: 55）

 Setting aside the question of the validity of Nishida’s interpretation, he positioned Nietzsche’s Übermensch at 
the ultimate limit of the ego-consciousness that had expanded in modern times, and he understood this Über-
mensch as someone who would fall into the dead end of the eternal return. Meanwhile, in addition to this path 
leading to the idea of the Übermensch, there is, according to Nietzsche, another path that leads to religion, as in 
the case of Raskolnikov in Crime and Punishment. Nishida saw in the dead end of the modern age the possibili-
ties of new life and the possibilities of religion. He summarizes this view of man in the following terms:

    Where there is no freedom, there man is not. But the more man would make himself utterly free, the more 
he dashes up against an absolute iron wall. The more man would be truly man, the more he stands in crisis. 
Man that has not yet reached that crisis has not, strictly speaking, escaped the animal realm of idling his 
life away. One can therefore also say that when man has turned furthest from God he has approached near-
est to God. It is in man negating man himself that there truly lies the path for man to live. Here I consider 
there to be true reason. （9: 56）

 Let us briefly summarize Nishida’s awareness of the age in which he lived. The modern age was a period in 
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which not only did science and technology grow, but people also experienced expansion of their egos as well as 
a dead end and ran up against “an absolute iron wall.” It was a period in which God was rejected, but it could 
also be regarded as a period that was drawing closer to God.
 Why, then, did Nishida come to espouse such an awareness of the age in which he lived? On the basis of what 
grounds did this diagnosis of his times become possible? In the next section, focusing on “human beings” and 

“reason,” I shall clarify what made Nishida’s diagnosis possible.

2. The Meaning of Reason in the Historical World

 Nishida considered man’s mode of being to be that of a creative self which, while defined by historical condi-
tions, created at the same time new historical conditions, and he positioned reason in this creative mode of be-
ing.11 Let us briefly examine this creative mode of being with reference to Nishida’s own words.
 Nishida wrote that “in the historical world the subject determines the milieu and the milieu determines the 
subject” （9: 50–51）. Here “milieu” （kankyō 環境） does not mean only the natural environment, but signifies the 
historical context as a whole, including the natural world to which human beings belong. “Subject” （shutai 主
体） refers to human beings. The statement “the milieu determines the subject” means that human beings are 
defined by the historical conditions in which they find themselves, while the statement “the subject determines 
the milieu” means that at the same time human beings create new conditions. Nishida continues: “While subject 
and milieu are in utter mutual conflict, the subject determines the milieu by individualistically negating its self, 
and the milieu determines the subject by  individualistically negating  its self” （9: 51）. While being defined by 
historical conditions, human beings, by exercising their own individuality, negate the self that is merely defined 
by historical conditions and create a new self. This creation of a new self leads to the changing of the milieu too. 
At the same time, historical conditions, while having been created by human endeavours, go on to define human 
beings living in that period on account of the fact that the created conditions turn into the individuality of that 
historical period. For example, the Edo period was a new period created by people living in Japan at the time, 
but through the development of the individuality of this period, it came to define the behaviour and norms of 
people living in the Edo period. In this fashion, by exercising their respective individualities, both human beings 
and their milieu come to define each other while negating the given mode of being of their respective selves. 
Nishida therefore concludes that “subject and milieu, through their individuality, determine each other through 
mutual negation; moving from the created to the creating, the world continues to determine itself individualisti-
cally” （9: 51）. By mutually exercising their individuality, human beings as subjects and the milieu as historical 
conditions determine each other. In this way, the world moves from created historical conditions to that which 
creates new historical conditions. Furthermore, these historical conditions, as something possessing an individu-
ality that cannot be reduced to the past or the future, become a locus for new creation.
 Nishida characterizes this movement of history as something that is “mediated by absolute negation, mediat-
ed by the absolutely transcendental, by absolute nothingness” （9: 51）. Why does he use the expression “mediated 
by absolute negation”? This is because he neither thinks of the movement of history as something causal that 
results from past causes nor thinks of it as something teleological that is defined by a future goal. Not being de-
fined by causes or goals, the given reality is negated and a new reality is created. This world is not something 
that is completely defined by causes and goals. Rather, it is a locus for unrestricted, free creation in which the 
given reality of the past  is negated and a new reality  is created. It was this aspect of the negation of reality 
that Nishida expressed as being “mediated by absolute negation.” If this were not the case, our actions would 
be defined by the past or the future and it would be impossible for us to become free and responsible subjects. 
Insofar that we are free and responsible subjects, this world must be mediated by absolute negation.12
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 But why is the character of this negation rephrased as “absolutely transcendental,… absolute nothingness”? 
This is because the power to negate this reality does not lie in the given reality. If the power to negate reality 
lay within the given reality, be it a past cause or a future goal, one would end up positing some form of contin-
uous current of history rather than new creation that negated reality. Consequently, the world would become 
subject to either the past or the future and could not become a locus for new creation. It is precisely because 
the mediating agency of negation cannot be discovered within the given reality that it turns into the power to 
renew the given reality. Therefore, it is called “absolutely transcendental,” and because it never manifests itself 
in reality, it is also called “absolute nothingness.”
 It is in this mode of being of the world that Nishida situates reason. Nishida writes: “Because it is mediated 
by absolute negation, the world moves with self-awareness. This is to say that it  is characterized by reason” 

（9: 51）. He also refers to “the centre of the  individual structure whereby the world determines  itself,  that  is, 
reason” （9: 51）. Being mediated by absolute negation, the present, defined by neither past nor future, is created 
as a unique present possessing its own individuality. It is in this creating of something possessing its own indi-
viduality that Nishida sees the workings of reason. For Nishida, reason signifies the power that, through the me-
diation of absolute negation, creates history. Nishida also says of reason that it “moves with self-awareness.” It 
is here said to act with self-awareness because by individualistically creating the world one becomes cognizant 
of one’s own individuality.13 By being mediated by absolute negation one discovers one’s own individual possibil-
ities instead of being defined by other possibilities of the past or the future. Therefore, reason is the act of being 
self-aware while creating history.
 It is on account of the nature of reason as characterized above that Nishida’s diagnosis of the period in which 
he lived becomes possible. In the next section, I wish to examine in a little more detail the relationship between 
reason and a particular period in history.

3. The Future of Reason

 As we saw in the previous section, the historical world, with absolute negation as a mediating agency, consti-
tutes a movement that negates itself to create a new reality. But this world comes to possess the characteristic 
of “always transcending the self itself; the historical present is always vacillating” （9: 57）. In other words, be-
cause it possesses the power to negate reality, it transcends the given reality and, not having any fixed orienta-
tion, it vacillates between various possibilities. Consequently,

    ［t］herein is the subjectivity of the world. Therefore, as the apex of that which is created and creates, man 
is always wilful. Where reason steps over reason in the direction of reason is where the world of abstract 
logic is established. To see the world from such a position is subjectivism. （9: 57）

 To transcend the given reality means to produce a subjectivistic position that views reality from a position 
that is removed from reality. Moreover, on account of not being constrained by reality it also becomes possible 
for man to behave in a wilful or arbitrary manner. Further, reason, which creates a new reality while negating 
reality, goes on to create the world of abstract logic on account of being completely removed from reality. In 
other words, the historical world is intrinsically endowed with the possibility of removing itself from reality and 
moving to a wilful and abstract position.14

 But Nishida continues:

    However, that man steps over the self itself in the direction of wilfulness is the degeneration of man; that 
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reason steps over  the self  itself  in  the direction of abstraction  is  to  lose  the objectivity of reason （that 
technics steps over technics in the direction of technics is intentional action）.… The world of the historical 
present that is always transcending the self itself persistently proceeds in the direction of transcending the 
self itself. It is the direction of individualization and progress, and it is also the direction of degeneration, the 
furthest point of which is decadence. A single historical tendency cannot go beyond this. （9: 58）

 To be wilful is the essence of a human being, but to merely behave wilfully as one pleases means that one’s 
humanity is lost and one becomes degenerate. Again, to take abstract reason to extreme lengths results in thor-
oughgoing subjectivism removed from reality and in the loss of objectivity. The transcending of reality by re-
ality means progress, but it also means the loss of humanity and the loss of objectivity through the aggrandize-
ment of subjectivity, namely, that man intrinsically contains within himself a disposition towards decadence. As 
a result, he reaches an impasse beyond which he cannot go. This is, moreover, a possibility with which reason 
and man are intrinsically endowed.
 This possibility has become a reality in the impasse reached by man in the modern age. Let us next consider 
Nishida’s observations on how this impasse of the modern age arose.
 After having briefly touched on Greek culture, Nishida writes of European culture in the Middle Ages:

    God and man were opposed; the  immanent and the transcendental were  in utter opposition. So  it sought 
man’s source in the transcendental; that is to say, it was a religious culture.… However, one can say that in 
one aspect God was made human. And that is the secularization of the Church.… On the contrary, anything 
truly religious was lost. （9: 60）

 As we saw  in section 1, Nishida considered the Middle Ages to have not been a truly religious culture.  It 
was a society in which the Church had become a centre of power and had been secularized, and it was a world 
ruled by a God made human.
 As for the Renaissance that arose after the Middle Ages,

    ［it］ was not merely the restoration of ancient culture but the fact, it is said, that man discovered man. Man 
returned to the creative self and wrested sovereignty from God. This was humanism. And one can proba-
bly say that it was there that the modern culture of anthropocentrism began. （9: 60–61）

 As a movement that restored sovereignty from God to man, the Renaissance set the direction of the anthro-
pocentrism of the modern age.
 In this fashion, the modern age shaped a magnificent culture, “but the development of anthropocentrism had 
of its own accord to progress in the direction of subjectivism and individualism. Reason stepped over reason in 
the direction of reason. There man conversely lost man himself” （9: 61）. The anthropocentrism of the modern 
age ended up progressing in the direction of subjectivism and individualism, as a result of which reason became 
abstract and lost its objectivity, and humanity too is lost. Nishida described this process of the loss of humani-
ty in terms of a conflict between nature and man. During the Middle Ages God and man had been in conflict, 
but the modern age became a period of conflict between man and nature. According to Nishida, “Nature, being 
milieu, was even something to be used, but nature-as-object must essentially be something that negates man.
… Man, at his beginning and at his end, has no choice but to be negated by nature” （9: 61）. For subjectivized 
human beings, nature has become an object to be observed and to be utilized as a resource. But as is indicated 
by the statement that “［m］an, at his beginning and at his end, has no choice but to be negated by nature,” 
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human beings can control neither their birth nor their death. Birth and death, as examples of the providence of 
nature, repudiate man seeking to control everything. Furthermore, “even though we speak of conquering na-
ture, it is only because we conform to nature that we conquer nature. Our hands and feet alike are things. Even 
that which may be considered to be inner desire negates the ego” （9: 61–62）. In other words, though we may 
say that man conquers nature, this is possible only by obeying the laws of nature, and even our hands and feet 
are no more than “things” that obey the  laws of nature. For subjective human beings, even their hands and 
feet have elements that reject human control. Again, even the inner desires of human beings arise as natural in-
stincts and reject control by subjective human beings. It is thus concluded that “there is no way of discovering 
the self in nature-as-object. Therein there is only death. It is for this reason that I say that anthropocentrism 
conversely leads to the negation of the human” （9: 62）. One can find oneself neither in nature outside oneself, 
nor  in one’s body, and not even  in one’s desires. Everywhere there  is only that which negates the self, and 
wherever one looks, there is only death of the self.
 In this fashion, subjectivism qua anthropocentrism reaches a dead end and experiences its own negation. In 
the next section, I wish to show what Nishida considered necessary for the restoration of the creative self from 
the subjectivistic dead end of the modern age.

4. Immanent Transcendence: A Passageway to God at a Time of Crisis

 As we saw in the previous section, our life has reached a dead end in the modern age. Nishida writes that in 
order to break free from this impasse, “we must again return to the bosom of creative nature. From there we 
come to regain a new creative power, and new life is born in us” （9: 58）. Through the creative power lying at 
the foundations of our self we will break free from our impasse and gain new life. Furthermore, this creative 
power, with absolute negation as its mediating agency, is something transcendental. Nishida thus also writes:

    What  is called our true self exists  in being productive and creative as a creative element of the creative 
world. Therefore, man exists in the fact that what is truly immanent in the self  itself  is mediated by the 
transcendental and what is mediated by the transcendental is truly immanent in the self itself. （9: 62）

 In order to gain new life as a creative self, transcendental creative power must simultaneously become power 
that is immanent in ourselves. In the “contradictory self-identity” in which that which is transcendental for us 
is simultaneously immanent in us it becomes possible for us to live a new life. Nishida thus concludes:

    But when I speak of returning to the transcendental, I am not speaking of merely returning to an abstract 
absolute being that is the negation of man. It is to take up the position of truly individual historical reality; 
it is to take up the position of historical reason. It is to return to the position of the self-identity of absolute 
contradictories that establishes a world that, because it is transcendental, is truly immanent. （9: 65–66）

 Nishida says of this contradictory self-identity that “from the position of the man of religion this contradic-
tory self-identity will be what  is conceived of as God” （9: 66）. In other words,  from the position of a man of 
religion, to return to the position of contradictory self-identity means to return to God. But it does not mean to 
return to an absolute being conceived of in abstract terms. It means, rather, to take up the position of individual 
historical reality. How, then, does it become possible to take this position? Let us consider “The Logic of Place 
and a Religious World View” （“Bashoteki ronri to shūkyōteki sekaikan” 場所的論理と宗教的世界観）, an essay 
written by Nishida in his final year.
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 In this essay Nishida writes as follows in connection with the historical world as a world transcending ethnic 
society:

    When the global world  is  formed,  it might be thought that the world  loses all  its various traditions and 
becomes non-individual, abstract, universal, antireligious, and scientific. This was the direction of modern 
Europe’s progress. As the self-negation qua affirmation of absolute being, such a negative aspect must be 
contained from the outset in the direction of the self-formation of the global world. An aspect of negation of 
the human is contained in the historical world. （11: 457）

 Here too Nishida states that the inevitable outcome of modern Europe will be negation of the human. But this 
negation of  the human as the  future of modern culture cannot be overcome by simply negating the modern 
age, for, as we have already seen, culmination in negation of the human is an inevitable consequence of history. 
Therefore, although “people concerned about the  future of European culture often advocate a return to  the 
Middle Ages （like Dawson）,” Nishida is critical of this viewpoint: “Modern culture has developed through his-
torical inevitability from the culture of the Middle Ages. Not only is it impossible to return to the position of the 
culture of the Middle Ages, but nor is it a means to save modern culture” （11: 460）. We can now understand 
Nishida’s following criticism too.

    While I am by and large in agreement with Berdyaev’s “meaning of history,” his philosophy does not go 
beyond Böhmian mysticism. The new age must above all be scientific. Tillich’s “kairos and logos” also have 
points in common with my epistemology, but his logic is unclear. Today these new trends must be given a 
thoroughly logical foundation. （11: 463）

 Proceeding  in a reactionary manner towards mystical, unscientific and  illogical discourse will not save the 
current age from its crisis.
 How, then, can humankind be rescued  from this path of negation of  the human? Nishida, referring to Ivan 
Karamazov’s prose poem in The Brothers Karamazov, here puts forward the idea of “immanent transcendence” 
as a new circuit to the absolute. Ivan’s prose poem is a parable set  in Seville, Spain,  in the sixteenth century 
when the Inquisition was raging.15  In response to  those who have been praying, “Oh Lord our God, appear 
unto us,” Christ returns to earth, but he is arrested by the Grand Inquisitor and thrown into prison. The Grand 
Inquisitor tells Christ that the freedom that Christ had upheld so strongly has been offered up to the Church 
by the people, who have now become happy. According to the Grand Inquisitor,  for man there  is nothing as 
unbearable as freedom, but Christ, saying, “Man does not live by bread alone,” spurned Satan’s overtures and 
so rejected the sole method whereby mankind could become happy. The Grand Inquisitor maintains that the 
Church has conquered people’s freedom, saved them, and made them happy, and telling Christ not to meddle, 
he declares, “Tomorrow I shall burn you.” Having thus given a rough outline of the prose poem, Nishida contin-
ues: “In response, Christ says not a word from start to finish. He is just like a shadow. When he was freed the 
following day, he suddenly approached the old inquisitor wordlessly and kissed him. The old man gave a start. 
The wordless Christ, like a shadow from start to finish, is the Christ of what I call immanent transcendence” （11: 
462）.
 This mode of being is one in which “we see the true God in a Godless place, with naturalness and spontaneity 

（jinen hōni 自然法爾）” （11: 462）. This  is also rephrased as “seeing God  in self-negation” （11: 461）. One sees 
God where God does not exist through the mediation of negation. This mediating agency of negation was also 
referred to as the transcendental. One cannot directly see the transcendental. If one claims to have seen it,  it 
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would be mere idolatry. Christ does not say anything even to the Grand Inquisitor who declared that he would 
kill him. Instead of loudly asserting his own existence, Christ, like a shadow, stayed close to the Grand Inquisitor 
from first to last and left only a benedictory kiss. It was this sort of mode of being that would have represented 
for Nishida the God of immanent transcendence. A passageway to God is not opened by seeking God as an ob-
ject of idolatrous worship. Wherever one searches, God cannot be seen. It is rather at the root of a situation in 
which one denies God and loses one’s humanity that one discovers a God who makes even this sort of situation 
possible. At the root of a state in which God can nowhere be seen the transcendental is seen immanently.

Concluding Remarks

 In the above I have clarified the mode of religious existence, the most concrete and fundamental form of our 
self, with a focus on Nishida’s view of religion. But Nishida’s position was not simplistically premised on religion 
or God. In section 1, I accordingly showed, with a focus on his references to Dostoevsky, how Nishida clearly 
saw the way in which our being had plunged into a modern-day crisis. Along with Dostoevsky and Nietzsche, 
Nishida saw that mankind was living in an age that had reached a dead end. But instead of simply lapsing into 
nihilism, he there saw the possibilities of a new religion. As the ultimate limit of the impasse reached by man-
kind becomes clear, there simultaneously emerges the possibility of a truly religious mode of being.
 In section 2, I outlined Nishida’s treatment of reason. I discussed with reference to the relationship between 
the milieu and the subject how the mediation of absolute negation serves to establish a relationship of mutual 
negation between subject and milieu. Through the mediation of this absolute negation, our self  is able to  live 
creatively as a free self unconstrained by either the past or the future and possessing individuality. It is within 
this functioning that reason is positioned. Reason signified the power of creation that moulds the world individu-
alistically.
 In section 3, we saw how this functioning of reason inevitably contains the possibilities of abstraction and loss 
of humanity. Because negation acts as the mediating agency, by negating reality one becomes separated from 
reality. As a result, one lapses into subjectivism and, unable to find anywhere a locus for the subjective self, one 
plunges into the danger of losing one’s humanity.
 In section 4, we considered the question of  immanent transcendence as a way to recover a passageway to 
God. This was, as it were, a way of discovering a silent and unspeaking God in the midst of the self’s nothing-
ness,  in  the midst of  the self’s quality of negation.  In this  fashion,  the mode of our self’s religious being was 
clarified, together with observations on its extreme circumstances and the state of the current age, while going 
back to the most fundamental relationship between our self and the absolute that makes these circumstances 
possible.
 In this fashion, the original mode of being of our self became clear. While being established as a thoroughly 
subjective self, our self is simultaneously compelled to live a life of freedom that thoroughly denies God. Our self 
there experiences a dead end, but at the same time it goes on to find there where its life has reached a dead 
end a silent and unspeaking God.
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Notes

1   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.

2   English translation adapted from William Haver, Ontology of Production: Three Essays （Durham, NC: Duke Universi-
ty Press, 2012）, p. 176.

3   For discussions of Nishida’s views on religion with reference to particular religions, see Kawamura 1988 and Asami 
2000 in connection with Christianity, Takeda 1991 and Ōmine 1994 in connection with the Jōdo Shin sect, and Mori 
1996 in connection with Zen Buddhism.

4   On Nishida’s reception of Dostoevsky, see Ishii 2013. Ishii clarifies the influence of Dostoevsky on Nishida’s philoso-
phy with reference to his diaries and correspondence. In addition, references by Nishida to Dostoevsky in the con-
text of dialogue with Christians are taken up in Asami 2000. Further, in Onodera 2001 Dostoevsky and Nietzsche are 
discussed in terms of the key concept of “earth,” and in this connection reference is also made to Nishida.

5   This essay deals with  the question of religion  in Nishida’s  later philosophy, but  for a critical examination of his 
treatment of religion around the time when he wrote Zen no kenkyū 善の研究 （An Inquiry into the Good）, see Rie-
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senhuber 2005, and for a critical examination of his treatment of religion around the time when he was developing 
his ideas on the world of “place” and wisdom, 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 an overview of  the relationship between Nishida’s philosophy and religion  from his early period until his final 
years, see Kosaka 1994.

6   English  translation adapted  from David A. Dilworth, Nishida Kitaro’s Fundamental Problems of Philosophy: The 
World of Action and The Dialectical World （Tokyo: Sophia University, 1970）, p. 234.

7   English translation by Dilworth, ibid.
8   English translation by Dilworth, op. cit., pp. 245–246.
9   Here and below passages from “Ningenteki sonzai” have been translated with reference to Haver, op. cit., pp. 173–

183.
10  For a treatment of the intersection between Whitehead and Nishida with a focus on the term “vanishing point,” see 

Murata 2005.
11  Nishida referred to this creative mode of being of the historical world as “action-oriented intuition” （kōiteki chokkan 

行為的直観）, which is discussed in detail in Shirai 2013. For an outline of action-oriented intuition, see also Kosaka 
1995.

12  For reasons of space, I am unable to discuss the question of negation in detail. For further details, see Shirai 2007 & 
2008.

13  “Self-awareness” （jikaku 自覚） is an important term in Nishida’s philosophy. Self-awareness in the later Nishida is 
discussed in Shirai 2013. See also Ōhashi 1995, which discusses Nishida’s “self-awareness” in relation to set theory 
and group theory.

14  For reasons of space, I am unable to deal with the questions of wilfulness, freedom, and inevitability in Nishida’s phi-
losophy. For a discussion of these questions, see Itabashi 2008. For Nishida, freedom and inevitability are inseparable, 
and inevitability and freedom are established in the acceptance of historical inevitability within freedom. In this sense 
it is said that “freedom is no different from inevitability, and inevitability is no different from freedom.”

15  Nishida explains that Ivan Karamazov’s prose poem was set in the fifteenth century （11: 461）. But in the Japanese 
translation of The Brothers Karamazov by Hara Takuya 原卓也 （Shinchō bunko 新潮文庫; Tokyo: Shinchōsha 新潮社, 
2004 ［1971］） it is stated that it was set in the sixteenth century （vol. 1, p. 620）. Likewise, in the Japanese translation 
by Yonekawa Masao 米川正夫 （Sekai bungaku zenshū 世界文学全集 19; Tokyo: Kawade Shobō Shinsha 河出書房新社, 
1968） it is similarly stated that it was set in the sixteenth century （p. 335）. In view of the fact that it says in Hara’s 
translation （vol. 1, p. 622ff.） that “already fifteenth centuries had passed” since Christ ascended to heaven, it is to be 
surmised that Nishida mistakenly wrote that the poem was set in the fifteenth century. If the poem is about the In-
quisition that followed the Reformation, it must be the sixteenth century, and if fifteenth centuries had passed since 
Christ died in the first century, it again means that it was set in the sixteenth century.
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（Traduction） Yoshitomo ONISHI
Comment la métaphysique peut-elle suivre elle-même la voie qui conduit jusqu’à sa pleine construction ? Si la 
métaphysique s’identifie à la philosophie première et marque comme telle le point de départ d’où se forment les 
sciences de tout genre, elle ne revendiquera, pour sa vraie méthode, ni la « demonstratio » ni la « probatio » 
au sens ordinaire des mots. Car ces opérations requièrent,  toutes deux, certaines règles établies au préalable 
sur lesquelles elles prennent appui. On pourrait certes commencer par établir les règles de la démonstration qui 
régissent  la  fondation ultérieure de  la métaphysique. Mais eu égard à  la métaphysique cartésienne,  l’ordre se 
conçoit d’une manière toute autre. Dans ces pages, nous essayons de montrer que chez Descartes se recoupent 
bien  le « methodus » ─ la manière d’emprunter  la voie de  la métaphysique ─, et  la « meditatio » mise en 
œuvre réellement.
 À ce but, nous étudierons de près le concept de « Mathesis ». Traditionnellement, mais surtout à l’âge clas-
sique, ce concept, ayant trait, en particulier, à la « mathematica » et à la « geometria », joue un rôle prépondé-
rant lorsque la philosophie et la métaphysique s’intéressent à la méthodologie. Même si, donc, la « Mathesis » 
soit susceptible d’être traduite par  « mathématique », il conviendra ici de les distinguer l’une de l’autre en vue 
d’évaluer  la valeur conceptuelle exacte qu’a  la première. S’agissant, par ailleurs, de  la différence qu’il peut y 
avoir entre la philosophie et la métaphysique, nous nous limiterons ici à remarquer deux points : premièrement, 
la « philosophie » concerne au XVIIe siècle la totalité des sciences, dont la « physica » ou la « philosophia na-
turalis » fait partie  intégrante. Deuxièmement,  la « metaphysica », quant à elle, constitue  le noyau même de 
la philosophie et s’appelle ainsi « prima philosophia ». Pour tracer le contour de cette métaphysique, il importe 
aussi de prendre en compte l’introduction, faite à ce siècle, de l’ « ontologia » dans la nomenclature de la philo-
sophie. Mais ce sujet, dont nous avons déjà traité ailleurs, nous ne le développerons pas ci-dessous.
 À titre de réflexion introductive, nous nous proposons d’examiner les critiques de Leibniz contre la méthode 
cartésienne, à travers lesquelles se verra avec netteté l’écart entre la « demonstratio » et la « meditatio ». 

Ⅰ．Mathesis

Ⅰ-1. Critiques leibniziennes de la méthode cartésienne
 Dans la deuxième partie du Discours de la méthode publié en 1637, Descartes définit les « quatre préceptes » 

（AT. VI, pp. 18-19） comme méthode générale pour résoudre des problèmes complexes en bon ordre. Pour en 
reprendre  l’essentiel,  le premier précepte est « d’éviter soigneusement  la précipitation et  la prévention, et de 
ne comprendre rien de plus en mes  jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à 
mon esprit ». Le second est « de diviser chacune des difficultés que j’examinerais, en autant de parcelles qu’il 
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se pourrait ». Le troisième est « de conduire par ordre mes pensées, en commençant par  les objets  les plus 
simples et les plus aisés à connaître, ［…］ supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent point natu-
rellement les uns les autres ». Le dernier est « de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si 
générales, que je fusse assuré de ne rien omettre ». 
 En 1666,  le jeune Leibniz a fait  l’éloge de l’ « analyse » cartésienne1 telle qu’elle est considérée, après Des-
cartes, comme une opération caractéristique de l’esprit restant fidèle à ces préceptes. Jusqu’à ce moment, donc, 
la « méthode » de Descartes a paru pour Leibniz digne d’admiration. Pourtant, dans un texte rédigé sans doute 
deux ans plus tard, il n’hésite pas cette fois à afficher de la mésestime pour la même méthode en raison de son 
impertinence et sa défectuosité. Leibniz souligne dès  lors que  la règle cartésienne de  l’évidence telle qu’elle 
est préfigurée dans le premier précepte « est, de divers façons, fallacieuse »2. Car « il ne sert à  rien de dire, 
qu’une connaissance claire et distincte est une marque de la vérité, quand on ne donne point des marques d’une 
connaissance distincte »3. Du même coup, il réprouve le « doute » ─ un des moments essentiels de la « mé-
thode » cartésienne ─ comme « trompeur et nuisible »4. À partir de là, Leibniz va se proposer lui-même deux 
principes, en prétendant que les siens surpassent en exactitude la méthode de son précurseur, capables en effet 
d’assurer à eux seuls la certitude de « l’analyse ou l’art de juger （analytica seu ars judicandi） ». Premièrement, 
« que l’on n’admette pas l’emploi des mots dont le sens n’est pas expliqué ». Deuxièmement, « que l’on n’admette 
pas la validité des propositions qui ne sont pas prouvées »5. 
 « Je considère que, dit Leibniz, ces principes sont, dans leur absoluité, immensément supérieurs aux quatre 
règles de Descartes » （ibid.）. Pour que la « proposition de Descartes, selon laquelle tout ce que je perçois claire-
ment est vrai, puisse être approuvée, il aurait dû montrer qu’elle revient à celle-ci : toute proposition identique 
est vrai. De même, il aurait dû définir ce que c’est que la définition »6. En effet, pour peu que la « démonstra-
tion » soit solidement établie de cette manière, il n’aurait pas eu besoin de craindre le trompeur, ni donc d’effec-
tuer le doute. 
 Dans de  telles critiques,  remarquons-le, Leibniz pense pouvoir situer sur  le même plan  les « quatre pré-
ceptes » du Discours de la méthode et l’évidence telle qu’elle est réclamée comme critère de la vérité dans les 
Méditations et les Principes de la philosophie. De là, il se porte à réduire la méthode de Descartes à un simple 
« intuitionnisme » （Yvon Belaval, Leibniz critique de Descartes, Gallimard, 1960）. Aux dires de Leibniz, cette 
méthode demeure inefficace pour établir la démonstration quelle qu’elle soit. L’évidence cartésienne est condam-
née à s’exposer à la force que l’on ne sait quel trompeur peut exercer. La démonstration que Descarttes a cru 
avoir accomplie à force de l’évidence reste en réalité dépourvue de la certitude inébranlable. Du point de vue 
de Leibniz, ces défauts s’expliquent aussi par le fait qu’« au lieu de convaincre le lecteur par les démonstrations, 
Descartes, de temps à autre, l’oriente plutôt par les méditations »7. Certes, dans la Préface au lecteur des Médita-
tions （AT. VII, p. 9）, Descartes demande aux lecteurs en termes exprès de « méditer avec moi （mecum medita-
ri） ». 
 Ne pourrait-on alors qu’entrer dans les raisons de Leibniz pour dépouiller les méditations cartésiennes intui-
tionnistes de toute objectivité scientifique ? Ne serait-ce pas plutôt négliger la signification exacte de l’évidence 
pour méconnaître, par ce biais, ce qu’il y a de plus propre à la démarche métaphysique cartésienne ? Chez Des-
cartes, la philosophie se définit comme recherche de la sagesse, et reste comme telle ouverte à quiconque veuille 
s’y engager. Pour Leibniz,  la philosophie se donne pour tâche d’établir  l’enchaînement des raisons qui doit se 
justifier en dehors de la subjectivité. Ainsi, deux philosophes s’éloignent l’un de l’autre au niveau du motif même 
de la réflexion philosophique, et c’est un tel écart à peine franchissable qui a pour effet de produire l’opposition 
de la « demonstratio » du second à la « meditatio » du premier. Passons à l’examen de la méthode telle qu’elle 
est mise en œuvre dans la métaphysique cartésienne.
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Ⅰ-2. Descriptions géométriques selon Descartes
 Descartes sollicite au lecteur des Méditations de s’engager, durant la lecture, dans les méditations que l’auteur 
lui-même se propose d’effectuer （« mecum meditari »）. Pour lire cet ouvrage, il faut penser, savoir, en s’adaptant 
au rythme de la démarche de la pensée de l’auteur, à savoir en suivant ses arguments selon l’ordre qu’ils reven-
diquent pour eux-mêmes. L’ordre de la réflexion et celui de la présentation vont ici strictement de paire. Tel est 
le trait caractéristique des Méditations. 
 Pour être précis sur ce point, reportons-nous aux Secondes réponses ajoutées au corps des Méditations. Pour 
répondre à  la demande faite par  les auteurs des Secondes objections de « disposer ［ses］ raisons selon  la mé-
thode des Géomètres,  afin que  tout d’un coup  les  lecteurs  les puissent comprendre », Descartes distingue, 
« dans la façon d’écrire des Géomètres », （1） l’« ordre » et （2） la « manière de démontrer （ratio demonstran-
di） », et subdivise cette dernière en deux opérations, （2-1） « analyse » et （2-2） « synthèse » （AT. VII, 155 / 
AT. IX, 121）. 
 Qu’est-ce alors que l’ « ordre » ici mentionné ? D’après Descartes,  il « consiste en cela seulement, que les 
choses qui sont proposées  les premières doivent être connues sans  l’aide des suivantes, et que  les suivantes 
doivent après être disposées de telle façon, qu’elles soient démontrées par les choses qui les précèdent ». Et cet 
ordre, « j’ai tâché, autant que j’ai pu, de ［le］ suivre en mes Méditations » （ibid.）. 
 L’ « analyse », quant à elle, sert à montrer « la vraie voie par laquelle une chose a été méthodiquement inven-
tée » （ibid.）. C’est pour cela, dit Descartes, que « j’ai suivi seulement la voie analytique dans mes Méditations » 

（AT. VII, 156 / AT. IX, 122）. Dans cet ouvrage, la pensée de l’auteur procède selon l’ « ordre » ainsi défini et 
au moyen de l’ « analyse » ainsi prise.
 Par ailleurs, la « synthèse » s’opère en principe dans la direction « a posteriori », à savoir qu’elle a pour rôle 
d’ « examin<er> les cause par leurs effets ». Comme telle, la synthèse « démontre à la vérité clairement ce qui 
est contenu en ses conclusions, et se sert d’une  longue suite de définitions, de demandes, d’axiomes, de théo-
rèmes et de problèmes » （ibid.）. Si l’on veut savoir comment Descartes s’applique à la démonstration de carac-
tère synthétique, la partie annexée aux mêmes Secondes Réponses ─ « Raisons qui prouvent l’existence de Dieu 
et la distinction qui est entre l’esprit et le corps humain, disposées d’une façon géométrique » （AT. VII, 160 sq. / 
AT. IX, 124 sq.） ─ en fournira un cas exemplaire. 
 Si, au contraire, la réflexion de Descartes se développe au cours des Méditations aussi bien sur le mode analy-
tique que de façon méthodique, ce développement ne se reconnaîtra pas ailleurs que dans le processus lui-même 
de découvrir les démonstrations. Partant, les Méditations doivent se lire sans déranger l’ordre selon lequel l’auteur 
a voulu avancer ses réflexions. Notons qu’à la différence de Leibniz, Descartes n’éprouve aucun besoin d’établir 
certaines règles qui précèdent les démonstrations. Plutôt,  le progrès de la pensée, à lui seul, suffira toujours à 
constituer les démonstrations. Pour le dire sous un angle inverse, toutes les démonstrations poursuivies dans les 
Méditations s’accomplissent sous forme de méditations. Découvrir les démonstrations requises à tel ou tel stade 
des méditations, agir pour cela toujours de manière méthodique, c’est-à-dire en suivant l’ordre des raisons, tel 
est le mouvement de la pensée qui constitue les Méditations.
 Dans ce mouvement, ne se produit-il pas pourtant un décalage entre les méditations （l’acte même de penser） 
et les démonstrations （la justification des arguments par des raisons） ? Dans la mesure où les réflexions carté-
siennes tendant à la vérité sont de nature heuristique, le moment des méditations et celui des démonstrations 
se réunissent sans faille dans « la façon d’écrire des Géomètres ». Si l’on veut quand même distinguer ces deux 
moments, le premier a trait plus directement à l’idée de l’ « ordre » （1）, alors que le dernier concerne l’ « ana-
lyse » （2-2）. Or, l’ « analyse », désignée comme l’une des deux « manières de démontrer » ─ et ces manières 
constituent l’un des deux moments de « la façon d’écrire des Géomètres » ─ se poursuit toujours « de manière 
méthodique （methodice） ». Comment peut-on alors concevoir  le rapport entre  la «  façon d’écrire des Géo-
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mètres » et la « manière méthodique » ? Y aurait-il un rapport de supériorité, la première étant plus élevée 
que  la deuxième dans  la hiérarchie des concepts cartésiens ? Descartes ne précise pas ce rapport, du moins 
dans le passage des Deuxièmes réponses que nous avons examiné. L’incertitude sur ce point est, sans doute, l’un 
des  facteurs qui a  incité Leibniz à  la mise en cause de  la méthode cartésienne. Nous avons donc à examiner 
minutieusement comment la « Géométrie » et la « méthode » s’articulent l’une avec l’autre, et ce, par l’intermé-
diaire du concept de « Mathesis ».

Ⅰ-3. L’extension de la « Mathesis » cartésienne
 Comme nous l’avons déjà constaté ailleurs8, Descartes n’accorde pas d’intérêt particulier à la précision quant 
au contenu exact de sa conception de  la « Mathesis ». Pour cette raison d’ordre textuel,  les commentateurs 
se contentent le plus souvent de renvoyer à la « mathesis universalis » qui se trouve dans les Règles pour la 
direction de l’esprit. Mais, pour tenter de scruter les idées que Descartes se fait de la « Mathesis », il ne faut 
pas sous-estimer le fait que les Règles ne connurent finalement pas ses achèvements sous forme d’un ouvrage 
complet. Au surplus, et plus essentiellement, c’est après l’abandon du projet des Règles que Descartes procéda, 
en 1630, à la refonte décisive de la perspective de sa philosophie ─ refonte consistant en la théorie de la créa-
tion des vérités éternelles d’un côté, et de l’autre, en l’articulation étroite des deux instances de l’esprit que sont 
la volonté et l’entendement. Compte tenu de ces éléments capitaux pour l’élaboration ultérieure de la métaphy-
sique cartésienne, il sera plus prudent de nous tenir à l’écart de l’interprétation courante, selon laquelle il n’existe 
pas de vraie rupture entre les Règles et les ouvrages postérieurs comme le Discours de la méthode, les Médita-
tions et les Principes de la philosophie.
 Quoi qu’il en soit, considérons d’abord quelques interprétations qu’on a déjà données du concept de « Mathe-
sis » pour nous faire des premières idées touchant （1） l’extension de son applicabilité, （2） une sorte de primau-
té qu’elle possède à l’égard des autres sciences particulières, et （3） la valeur méthodologique qu’elle comporte 
en son sein. 
 En ce qui concerne d’abord la généalogie dans laquelle s’inscrit la « Mathesis universalis » cartésienne, l’étude 
de D. Rabouin est instructive9. Partant de l’étude de G. Crapulli qui a précédemment frayé le chemin en cette 
matière10, il accorde une importance particulière aux deux penseurs qui auraient pu exercer certaines influences 
sur le concept cartésien, à savoir Adrian Van Roomen （ou Adrianus Romanus, Apologie d’Arichimède, 1597） et 
Johan Heinrich Alsted （Methodus admirandorum mathematicorum, 1613）. À la source commune de ces auteurs, 
ajoute Rabouin, se trouve Benito Pereira （De communibus omnium rerum naturalium principiis et affectionibus, 
1576）11. Dans cette ligne de tradition, « mathematica communis, generalis, mathesis univeralis ou prima mathe-
sis sont ［ …］ considérés comme des termes parfaitement équivalents »12. En effet, Van Rooment rassemble, 
sous le même titre de « problème de la certitude des mathématiques », les mathématiques, la philosophie de la 
mathématique et la philosophie naturelle13. Sur le tableau d’Alsted, la « mathesis » se montre divisée en deux 
groupes, à savoir la « mathesis abstracta » comprenant l’arithmétique et la géométrie d’un côté, et de l’autre, la 
« mathesis concreta » dont relèvent d’autres sciences touchant les choses corporelles14. Ces auteurs s’accordent 
à considérer que la « mathesis », qu’elle soit qualifiée d’ « universalis » ou non, ne concerne pas seulement les 
mathématiques au sens de nos  jours. Plutôt, elle sert à désigner de  façon générale  l’ensemble des sciences y 
compris la méthodologie.
 D’après une  lettre adressée à Mersenne, Descartes avait conçu  le « projet d’une Science universelle … » 
comme titre du traité qu’il aura enfin nommé Discours de la méthode （à Mersenne, 3-1636, AT. I, p. 339）. Plus 
tard, en attendant la parution du Discours, Descartes explicite son intention en ces termes : « je propose ［dans 
le Discours］ une Méthode générale,  laquelle véritablement  je n’enseigne pas, mais  je  tâche d’en donner des 
preuves par les trois traités suivants ». Autrement dit, cette « Méthode » recouvre, dans son applicabilité, non 
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seulement le « sujet mêlé de philosophie et de mathématique », mais aussi le sujet qui est « tout pur de philo-
sophie », et en outre le sujet qui est « tout pur de mathématique » （à ＊＊＊, 27-4-1637, AT. I, p. 370）15. Du fait 
de la position que prend cette « Méthode générale » dans le système cartésien, à savoir compte tenu de son ex-
haustivité et de sa primauté par rapport aux sciences particulières, on peut dire qu’elle se place tout près de la 
« Mathesis （universalis） ». Ajoutons aussi que la « Méthode » en question, superposable à la « Mathesis », n’est 
pas une méthode transmise dans la tradition. C’est Descartes, comme il le considère lui-même, qui s’est employé 
à l’inventer16.
 Par ailleurs,  le concept de « Mathesis » a également trait à celui d’ « ontologie ». Comme nous l’avons vu 
dans l’étude visant à déterminer la place qu’occupe l’ « ontologie » dans la métaphysique moderne, ce n’est en 
réalité qu’en 1613, avec le Lexicon philosophicum de R. Goclenius17, que le terme d’ « ontologie » s’est vu intro-
duit dans l’histoire de la métaphysique18. À la marge de l’article « Abstractio materiæ in scientiis contemplatri-
cibus » peut se lire « ὀντολογία et philosophia de ENTE »19. Dans les sciences spéculatives, on peut soumettre la 
matière à  l’abstraction, et alors  l’abstraction est appelée « mathématique （Mathematica） ». D’après Goclenius, 
cette mathématique relève, quant à elle, de la philosophie de l’ « ontologique », à savoir de la philosophie tou-
chant « l’étant ou les transcendantaux »20.  Dans un autre article du même Lexicon, la « mathesis » （où sont 
distinguées les choses particulières du point de vue de la quantité） ainsi que la « physique » （où sont considé-
rées  les choses particulières et corporelles en termes de  leur mouvement） sont classées,  toutes deux, dans  la 
catégorie de la « science théorétique »21. 
 Il est vrai que  l’  « ontologie » ou  la « philosophie première » d’un côté et  la « mathématique » ou  la 
« mathesis » de  l’autre ne se recouvrent pas totalement. Mais au moins,  tous ces éléments  tirés du Lexicon 
donnent à penser que la « mathématique » ou la « mathesis » vaudra la méthodologie susceptible d’être ap-
pliquée jusqu’à  la physique. On pourra dire également que, dans la configuration des sciences,  la « mathéma-
tique » ou la « mathesis » occupe effectivement la place de la logique. Pour ne pas alors aller jusqu’à admettre 
avec J.-F. Courtine que le domaine de l’ « ὀντολογία » tel qu’il est conçu par Goclenius correspond à celui de la 
« mathesis » cartésienne22, nous pouvons reconnaître en termes généraux que la proximité est saisissante entre 
la « mathematica » ou la « mathesis » et l’ « ontologie »23. 

Ⅰ-4. « Mathesis » sive « methodus », et son rapport avec les sciences particulières
 Au sujet de  la « Mathesis universalis » qu’on trouve dans  les Règles pour la direction de l’esprit, D. Kam-
bouchner observe qu’elle est, « selon sa forme, une espèce de mathématique », mais « selon le statut qui lui est 

［…］ assigné,  l’essence réelle des disciplines mathématiques, et, en somme,  la discipline même de la raison »24. 
Sans négliger  indûment  le caractère mathématique de  la « Mathesis », Kambouchner saisit bien  la primauté 
et  l’universalité qu’elle possède par rapport à d’autres sciences particulières. Rappelons aussi  l’explication que 
donne Descartes à la méthode qu’il a voulu présenter dans le Discours de la méthode. On comprendra alors que, 
tout comme la « Mathesis » dans  les Règles,  la « Méthode générale » est conçue, à  la  lettre, pour servir de 
méthode commune à d’autres sciences particulières. Pour revenir sur la « Mathesis », elle connaît douze occur-
rences dans les Règles, et la formule complète comme « Mathesis universalis », on ne la trouve que dans ses 
deux passages25. De toute façon, la plupart des emplois se trouvent dans la Règle IV （exceptionnellement et d’une 
façon supplémentaire, dans la Règle VIII, pour dire seulement que la question de « la proportion qu’observent 
les angles de la réfraction à l’égard des angles d’incidences ［…］ ne relève pas de la « Mathesis », mais de la 
physique »）.
 Reconstituons d’abord  le  contexte de  la Règle IV26. Selon Descartes,  «  les  créateurs de  la philosophie » 
connurent jadis « une certaine Mathesis tout à fait différente de la mathématique ordinaire de notre temps ». 
À leur esprit sont déjà venues « des  idées vraies en matière de philosophie et de Mathesis ». Mais,  ils n’ont 
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pas été capables de les développer amplement （AT. X, pp. 375-376）. Il est vrai que, chez ceux qui « ont vécu 
bien des siècles avant notre temps », tels « chez Pappus et chez Diophante », « certaines traces de cette vraie 
Mathesis s’aperçoivent ». Cependant, puisque, pour eux, la « Mathesis » a paru « très facile et simple »27,  ils 
ont  jugé  inutile de « nous enseigner cet art  lui-même » （pp. 376-377）. Partant, Descartes s’est proposé  lui-
même de « passer de l’étude particulière de l’arithmétique et de la géométrie à une sorte d’investigation géné-
rale de la Mathesis » （p. 377）28. Il s’est « d’abord demandé ce que tous entendent exactement par ce mot, et 
pourquoi l’on appelle parties de la Mathesis, non seulement les deux sciences susdites, mais aussi l’astronomie, la 
musique, l’optique, la mécanique et beaucoup d’autres sciences » （ibid.）. Or, « le mot de Mathesis signifie rien 
de plus que science »29, et « il n’y a presque personne, pour peu qu’il ait mis le pied dans une école, qui ne dis-
tingue facilement ［…］ ce qui est du ressort de la Mathesis et ce qui regarde les autres disciplines » （ibid.）. En 
effet, « en y réfléchissant plus attentivement, seules les choses ［…］, dans lesquelles c’est l’ordre ou la mesure 
que l’on examine, se rapportent à la Mathesis, peu importe que cette mesure soit à chercher dans des nombres, 
des figures, des astres, des sons, ou quelque autre objet » （pp. 377-378）. Ainsi, «  il doit y avoir une science 
générale qui explique tout ce qu’il est possible de rechercher touchant l’ordre et la mesure, sans assignation à 
quelque matière particulière que ce soit ». C’est cette science qui s’appelle, « d’un nom déjà ancien et reçu par 
l’usage, ［…］ Mathesis universelle, puisqu’elle contient tout ce en vertu de quoi l’on dit d’autres sciences qu’elles 
sont des parties de la mathématique » （p. 378）. Mais alors que « tout le monde connaît son nom et comprend 

［…］ l’objet dont elle traite, ［…］ la plupart des gens s’acharnent à explorer les autres sciences, qui dépendent 
d’elle, tandis que personne ne se soucie de l’étudier elle-même » （ibid.）. Descartes, lui, « conscient de <sa> fai-
blesse », a « décidé d’observer opiniâtrement, dans <sa> quête de connaissances, un ordre » dans lequel sont 
toujours prises comme point de départ les « choses les plus simples et les plus faciles » （pp. 378-379）. Depuis 
lors, il a « poussé jusqu’à ce jours, aussi loin qu’<il a> pu, l’étude de cette Mathesis universelle » （p. 379）30.
 Dans ces lignes, Descartes introduit la « Mathesis universel » dans l’intention de mettre en évidence sa gé-
néralité ou, plus correctement, son intégralité. Pour essentiel, la « Mathesis universel » se donne ici comme ce 
grâce à quoi on peut considérer l’ « ordre » en tant que tel et la « mesure » abstraction faite de la matière. C’est 
ainsi que toutes les autres sciences dépendent de la « Mathesis universel », qui se rattache de par sa nature à 
la notion de « Methodus ».
 Reste pour  l’instant à savoir  le rapport qu’elle maintient avec  les sciences naturelles particulières dans  le 
cadre des Règles. Pour cela,  il  faut remarquer tout d’abord que  la « Mathesis »,  tout en s’articulant avec  les 
sciences particulières, ne bénéficie pour autant pas de la supériorité à leur égard. Plus précisément, il n’est pas 
nécessaire, dans le régime de la pensée propre aux Règles, d’attribuer à la « Mathesis » le rôle spécial de fonder 
les sciences. En effet, toutes les considérations sur les phénomènes de nature différente sont ramenées ici à la 
« conjonction nécessaire » de la « nature simple » （AT. X, pp. 420-421）. Il est ainsi exclu que l’on s’intéresse 
fortement à l’idée de la fondation, surtout de la fondation de la physique par la certitude mathématique.
 En principe,  il en va de même pour  les rapports mutuels des sciences particulières tels que Descartes  les 
considère à l’époque du Discours de la méthode. Dans la lettre à Mersenne que nous avons vue plus haut, Des-
cartes s’attend à ce que  la « Science universelle ［…］ puisse élever notre nature à son plus haut degré de 
perfection » （AT. I, p. 339）. Cela n’empêche pas d’autre part que «  la Dioptrique,  les Météores et  la Géomé-
trie » sont tous inclus dans cette « Science » （ibid.）. Rappelons, à ce sujet, un autre texte épistolaire que nous 
avons cité ci-dessus, où la « Méthode générale » traverse le triple domaine, la philosophie, la mathématique et 
le complexe des deux premières （AT. I, p. 370）. La structure du Discours, comprenant six parties, pourra être 
saisie de  la même manière. Pour reproduire grosso modo  la présentation  liminaire de Descartes,  la première 
partie est consacrée à « diverses considérations touchant les sciences ». La seconde concerne « les principales 
règles de la méthode que l’auteur a cherchée ». La troisième établit quelques « règles de la morale qu’il a tirée 



国際哲学研究 3 号 2014  333

Article

de cette méthode ». La quatrième s’attache à la preuve de « l’existence de Dieu et de l’âme humaine, qui sont 
les  fondements de sa métaphysique ». La cinquième définit «  l’ordre des questions de physique » et  fournit 
en particulier « l’explication du mouvement du cœur ». La dernière s’intéresse à des choses qu’ « il croit être 
requises pour aller plus avant en la recherche de la nature »31. D’une telle distribution des matières de la re-
cherche cartésienne, remarquons trois points d’une importance particulière à notre enquête. Premièrement, au-
cun rapport de supériorité ne peut s’observer entre la métaphysique et la physique. Deuxièmement, Descartes 
s’est efforcé de définir la « méthode » sans faire crédit à l’autorité philosophique extérieure, qu’elle soit contem-
poraine ou passée. Troisièmement, cette « méthode » est bien susceptible d’être appliquée à des questions d’ordre 
moral. 
 Somme toute,  c’est en vertu de  la « Mathesis （universalis） » ou de  la « Méthode （générale） » que  les 
sciences s’établissent dans leurs particularités respectives. En ce sens, les premières ne laissent pas d’être dis-
tinguées des dernières. Malgré une telle distinction, il ne se produit pas ici  de rapport de supériorité entre elles. 
En d’autres termes, tant la « Mathesis （universalis） » que la « Méthode （générale） » ne constituent ni la base 
ni le sommet d’une certaine hiérarchie telle que celle qui sera représentée dans la Lettre-préface des Principes 
de la philosophie comme « un arbre, dont  les racines sont  la métaphysique … » （AT. IX, pp. 14-16）. Certes, 
comme nous l’avons précédemment souligné, la pensée de Descartes connut en 1630 un changement radical, qui 
lui prépare la voie aboutissant à sa métaphysique complète. Il n’en reste pas moins que les idées qu’il se fait au-
tour de la « Mathesis （universalis） », la « Méthode （générale） » et la « Science universelle » demeurent iden-
tiques depuis les Règles pour la direction de l’esprit jusqu’au Discours de la Méthode. Le fait suivant que nous 
croyons avoir établi ailleurs32, à savoir que la métaphysique telle qu’elle est conçue dans la quatrième partie du 
Discours reste inaccomplie sur certains points décisifs, témoignera, lui aussi, de cette identité.

Ⅱ．Métaphysique du « cogito » et métaphysique de la « monade » 

Ⅱ-1. Composition des sciences comme « un arbre »
 Il en va tout autrement dans les Principes de la philosophie （1645）, dont la première partie est intitulée « De 
principiis cognitionis humanae » （AT. VIII, p. 5） et la seconde, « De principiis rerum materarium » （AT. VIII, 
p. 40）. Dans  la Lettre-préface ajoutée à  la  traduction  française du même ouvrage （1647）, Descartes explicite 
que « la première partie ［de la vraie philosophie］ est la métaphysique, qui contient les principes de la connais-
sance » （AT. IX-2, p. 14）. 
 Tous ces éléments concourent à montrer qu’entre  la métaphysique ou première philosophie et  la physique, 
Descartes suppose une relation hiérarchique, selon  laquelle  l’éclaircissement que donne  la métaphysique aux 
principes de la connaissance humaine assure la certitude de la physique. Voilà, en effet,  l’enjeu de la réflexion 
qui n’est pas encore reconnu dans  le Discours de la méthode, et qui apparaît, pour  la première  fois, dans  les 
Méditations. Plus précisément, le passage d’ordre méthodologique ─ celui de la mathématique à la physique ─ 
se ménage entre la « Mathesis pure et abstraite » de la Cinquième Méditation （AT. VII, p. 65） et la « Mathesis 
pure » de la Sixième Méditation （AT. VII, p. 71, 74 et 80）. 
 Que signifient alors la présence de l’adjectif « abstrait » dans la Cinquième Méditation et son absence dans la 
Sixième Méditation ? Avant d’aborder cette question focale suivant l’ordre propre aux Méditations, considérons 
d’abord les Principes de la philosophie. Pour cela, il sera bon de prendre pour point de référence la distinction 
proposée par Leibniz entre « la théorie du mouvement abstrait ou les raisons universelles du mouvement indé-
pendant du sens et des phénomènes » （A. VI, 2, p. 258） et « la théorie du mouvement concret ou l’hypothèse 
sur les raisons touchant des phénomènes de notre monde » （A. VI, 2, p. 248）. Pour nous permettre de renvoyer 
à l’interprétation de M. Fichant, cette distinction concernera la « conceptualisation du corps » et les « instru-
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ments d’analyse du mouvement ». Surtout,  il est question  ici des « corps rationnels » et de  la possibilité du 
calcul tout rationnel, d’où se produit la « dissociation entre les lois du mouvement abstrait et celles du mouve-
ment concret ». Notons toutefois que chez Leibniz, ces deux genres de lois ne sont pas posés comme exclusifs l’un 
de l’autre. La dissociation dont il s’agit est à prendre plutôt pour la distinction des « deux niveaux d’intelligibili-
tés ». C’est pour cela qu’il est possible de dire que « les éléments infinitésimaux du mouvement, les conatus, se 
composent géométriquement pour définir par simple addition ou soustraction le mouvement résultant commun 
des deux corps »33. Pour le paraphraser du point de vue qui nous intéresse, la théorie du mouvement abstrait et 
celle du mouvement abstrait ne se distingue pas, au moins, au niveau de la méthodologie.
 Quant à Descartes, c’est à  l’article 64 de  la deuxième partie des Principes qu’il mentionne  la « Mathesis » 
d’une façon significative. Selon Frédéric de Buzon, qui s’est proposé d’examiner ce qui distingue la « Mathesis » 
des Règles ou du Discours d’avec la « Mathesis » des Principes, il est nécessaire de prendre en considération le 
fait qu’à la différence de la mathématique, la physique a pour objet les choses sensibles. Or, c’est un tel fait, élé-
mentaire, qui concerne le passage de la deuxième partie à la troisième dans les Principes de la philosophie, et ce 
passage se réalise au moyen de l’article 64 qui clôt la seconde partie. Rappelons, donc, le début du titre originel 
de cet article : « Non alia principia in Physica, quam in Geometrica, vel in Mathesi abstracta, a me admetti » （AT. 
VIII, p. 78 / AT. IX-2, p. 101 : « je ne reçois point de principes en physique, qui ne soient aussi reçues en mathé-
matique »）. S’agit-il ici de mettre la physique et la « Mathesis » sur le même plan ? Autrement dit, la « Mathe-
sis » est-elle conçue ici comme ce en vertu de quoi la physique et la géométrie deviennent concevables ? Nous 
ne le croyons pas. Sur ce point, il faut insister sur le fait que c’est précisément à travers l’article 64 que s’ouvre 
le passage de  la seconde partie （Des principes des choses matérielles） à  la  troisième （Du monde visible）. En 
outre, et d’après le titre même de cet article, la ligne de partage est à tracer entre la physique et l’ensemble de 
la « Mathesis » et de la « géométrie » supposée ici comme son équivalent. Ce point se confirmera aussi dans 
la Sixième Méditation. Là-dessus, comme le remarque Frédéric de Buzon34, ce sont « les qualités des corps per-
çues clairement et distinctement », à savoir « generaliter spectata », qui font l’objet de la « Mathesis pura », 
alors que la physique s’occupe des « particularia qui comportent un élément empirique » （p. 312）. Comment 
alors ces deux aspects de la chose peuvent-ils se réunir pour « montrer que tous les phénomènes s’expliquent 
par les principes de la Mathesis » ? C’est, selon Buzon, « par le biais de la théorie de la sensation ». On ne peut 
pas éviter un tel « détour », tant que cette théorie « réclame elle-même la physique générale et particulière »35. 
Ainsi, la « théorie du sens est le lieu effectif de la réduction du phénomène à la Mathesis » （p. 320）. 
 Avant de conclure sa réflexion par ces mots, Buzon avait évoqué le texte suivant qui se trouve dans l’Entretien 
avec Burman : « l’objet de la Mathesis ［…］ est un être réel et véritable （verum et reale ens）, possède une vraie 
et réelle nature, non moins que l’objet de la physique elle-même »36. S’appuyant sur ces lignes, Buzon exclut les 
nombres de l’objet propre à la « Mathesis » （p. 310）. Quitte à oublier que l’authenticité des mots recueillis dans 
l’Entretien avec Burman n’est pas toujours établie de manière scientifique, nous croyons, nous aussi, pouvoir ad-
mettre que l’idée suivante est assurément celle que Descartes se fait lui-même : de même que « toutes les dé-
monstrations des mathématiciens ont des êtres véritables pour objets », de même, « l’objet de la « Mathesis » 
pris généralement dans son universalité est un être réel et véritable »37. Comme nous l’avons déjà montré, l’exis-
tence possible des vérités mathématiques n’est pas, chez Descartes, une existence telle qu’on puisse la concevoir 
en dépouillant l’existence réelle des choses corporelles de quelque élément que ce soit. 

Ⅱ-2. Rapport de la mathématique à la physique
 Pour nous en convaincre, examinons finalement ce en quoi consiste le développement de la Cinquième Médita-
tion à la Sixième Méditation. 
 Dans la Cinquième Méditation, l’imagination est définie comme faculté d’ouvrir l’espace, à l’intérieur duquel est 
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rendue possible la géométrie. Puis, en divisant cet espace en segments, on obtient les idées de nombres, c’est-à-
dire qu’on obtient la quantité discrète en mettant la division dans la quantité continue38. L’algèbre s’institue ainsi 
en succédant à  la géométrie. C’est après de telles ouvertures consécutives de deux domaines de  la mathéma-
tique que Descartes introduit la distinction entre la « Mathesis pura et abstrata » de la Cinquième Méditation 
et la « Mathesis pura » de la Sixième. La première correspond à la mathématique, et la dernière à la théorie de 
base qui s’adapte à la physique touchant les choses particulières. Compte tenu de cette distinction ainsi que de 
celle que Leibniz établit entre la « théorie du mouvement abstrait » et la « théorie du mouvement concret », on 
comprendra que chez Descartes, la certitude du sens doit être évaluée au préalable afin de fonder la certitude 
attribuable à la physique. En ce sens, il faut passer par ce que Frédéric de Buzon appelle « détour ».
 Il s’ensuit que, ni dans les Méditations, ni dans les Principes, la « Mathesis » cartésienne ne peut s’entendre 
comme une sorte de méthodologie dont la portée est restreinte à l’intérieur du domaine métaphysique. Il va sans 
dire qu’elle ne se réduit pas non plus à une simple méthode telle qu’elle est conçue généralement sous forme de 
logique formelle. La « Mathesis » sert plutôt à tracer la ligne de démarcation entre la métaphysique et l’ensemble 
que  la mathématique et  la physique constituent. Comme  l’est déjà remarqué par D. Kambouchner, certaines 
significations mathématiques sont toujours conservées dans le concept de la « Mathesis ». Mais, plus important 
est, pour nous, de déterminer avec exactitude la portée conceptuelle qu’a la « Mathesis » dans la constitution 
même des Méditations. En effet, c’est à travers la modification qu’apporte Descartes à la « Mathesis » entre les 
deux dernières Méditations, que l’évidence, qui n’est rien d’autre que le critère de la vérité, se voit renouvelée39. 
Au début de  la Sixième Méditation, et en se souvenant de  la Méditation précédente, Descartes a recours à  la 
règle de l’évidence dans l’intention de réaffirmer l’existence possible des choses matérielles en tant qu’elles sont 
l’objet de la « Mathesis pure ». « Je sait déjà au moins qu’elles peuvent exister ［…］, puisque je les perçois 
clairement et distinctement » （AT. VII, p. 71）. À partir de là, Descartes procède à l’examen de ces choses, cette 
fois, en tant qu’elles sont les choses « particulières ». Force est alors d’évaluer la certitude que le sens pourra 
réclamer pour lui-même, et c’est cette évaluation qui est la tâche la plus importante poursuivie dans la Sixième 
Méditation.
 Pour mieux saisir la « Mathesis » ainsi posée dans les Méditations, remarquons les quatre points suivants40.
 1 / Non seulement Descartes lui-même mais aussi ses adversaires scolastiques considèrent que c’est bien lui 
qui est le premier à mettre en valeur la « Mathesis » en tant que telle, c’est-à-dire à l’ « utiliser de manière 
fondatrice （praecipue） » （Epistola ad P. Dinet, AT. VII, p. 571）. 
 2 / La « Mathesis » se donne ainsi pour une méthode indispensable à  la démonstration. Si  les scolastiques 
s’accordent à  la distinguer d’avec  la philosophie,  il  importe, pour Descartes, d’effectuer  la « preuve mathéma-
tique » dans les questions relatives à la philosophie （à Mersenne, 30-8-1640, AT. III, p. 173 : GB. pp. 1274-1276）.  
 3 / D’autre part,  la « Mathesis » comprend en elle aussi bien  le moment de  l’ « historia » que celui de  la 
« scientia ». D’après une lettre adressée à un jeune penseur hollandais （à Hogelande, 8-2-1640, AT. III, pp. 721-
724 : GB. pp. 1154-1156）, le premier est le « recueil de toute sorte de faits découverts （historia） », alors que le 
dernier concerne l’ « art （industria） », au moyen duquel l’esprit humain （humanum ingenium） se porte à lui 
seul à résoudre des problèmes ou à découvrir des faits. 
 4 / Selon toute apparence, Descartes ne s’intéresse pas à la distinction que Gassendi a voulu établir dans les 
Cinquièmes Objections entre la « Mathesis pure » et la « Mathesis mixte » （AT. VII, 329 et 384）. Même si ce 
matérialiste ne précise ni dans ce contexte ni dans ses Instances ce à quoi vise cette distinction41, cela n’em-
pêchera certainement pas Descartes de la mettre hors de ses propos. Car, d’après lui, c’est la même « nature 
corporelle » dont fait l’objet de la « Mathesis pure （mathématique） » et qui étaie les phénomènes corporels et 
particuliers, saisissables par les sens dans l’espace et dans le temps.  
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 Tous  les textes que nous avons tirés  jusqu’ici des Méditations, des Principes de la philosophie et de  la cor-
respondance, concourent à montrer que la « Mathesis » est une méthode, non pas toutefois pour construire la 
métaphysique, mais pour mettre en relation  la géométrie avec  la physique. Mise en œuvre après  l’ouverture 
de  l’espace géométrique, cette méthode s’emploie, et pénètre, dans  le champ de  la physique en fonction de  la 
question touchant l’éventuelle certitude que pourrait avoir le sens de l’homme. Pour le dire autrement, elle est 
applicable, non pas dans le domaine où la pensée se déroule en elle-même et pour elle-même, mais plutôt dans 
le monde vu sous l’angle de son extension. D’autre part, il sera à peine inutile de dire que la « Mathesis » ne se 
situe pas sur le plan où Descartes a précédemment défini les « quatre préceptes » dans la deuxième partie du 
Discours de la Méthode. La valeur conceptuelle qu’a la première se distingue nettement de celle que possèdent 
les derniers.
 À partir de là, nous pouvons nous interroger enfin sur le rapport que la « Mathesis » comme méthode va-
lable dans  l’espace entretient avec  la « façon d’écrire des Géomètres » comprenant （1） l’ « ordre » et （2） 
la « manière de démonter （ratio demonstrandi） ». Cette « manière » couvre  la  totalité des Méditations. La 
« Mathesis », quant à elle, comporte en elle l’ « historia » （toutes les choses découvertes） et la « scientia » （l’art 
de découvrir）. Cet art correspondra alors à （2-1） l’ « analyse », qui est l’un des deux moments de la « manière 
de démontrer ». Comme nous l’avons dit ci-dessus, l’ « ordre » se rapporte au progrès même de la pensée, et 
la « manière de démontrer » concerne l’acte réflexif de l’esprit qui saisit ce progrès après coup. Étant donné, de 
façon très générale, que l’on pense avec des mots, il est question ici de la distinction entre le mouvement en tant 
que tel de la pensée et la pensée qui se trouve réorganisée sous forme de telle ou telle formule verbale. Si l’on 
se souvient maintenant de la définition cartésienne du jugement comme « concourt de l’entendement et de la 
volonté » （AT. VII, 56）, on pourra dire également qu’il s’agit de la distinction entre le cours de la pensée dans 
lequel l’entendement seul se laisse mouvoir et le cours de la pensée dans lequel le travail de la volonté s’ajoute à 
ce mouvement. 
 En somme, le concept de la « Mathesis » se conçoit selon le principe de l’espace géométrique, et suivant les 
règles concernant  les changements ou  les mouvements des choses particulières. Si, d’autre part, on se place 
au point de vue de la pensée （cogitatio）, la même « Mathesis » se trahira d’une double manière, d’un côté, en 
fonction du déroulement de la pensée （« ordre »） et de l’autre, dans son rapport avec la pensée reconstruite ou 
démontrée （« manière de démontrer »）. C’est une telle dualité propre à la « Mathesis » cartésienne qui suscite, 
croyons-nous,  la critique de Leibniz, selon  laquelle « Descartes oriente  le  lecteur par  les méditations au  lieu 
de le convaincre par les démonstrations ». Leibniz n’a pourtant pas pu voir que les méditations de Descartes 
suivent la voie essentiellement heuristique. Chez le dernier, surtout dans ses Méditations, la suite ininterrompue 
des descriptions, qui saisissent la pensée dans son dynamisme, forme d’elle-même la démonstration bien struc-
turée, et la cohérence de cette structure s’affermit par la règle de l’évidence. Que les descriptions et la démons-
tration soient consubstantiellement liées les unes à l’autre, voilà ce que le texte précité montre d’une manière 
synthétique : «  les choses qui sont proposées les premières doivent être connues sans l’aide des suivantes, et 
que les suivantes doivent après être disposées de telle façon, qu’elles soient démontrées par les choses qui les 
précèdent ». 

Ⅱ-3. Ontologie du savoir
 Découvrir la quantité discrète en divisant la quantité continue ; ouvrir l’espace en déployant la faculté d’ima-
gination ; bâtir, par ces moyens, le terrain où les mathématiques peuvent s’installer ; construire, ainsi, la logique 
apte à la fondation de la physique à venir dans la Sixième Méditation ─ telles sont les visées principales de la 
Cinquième Méditation. En deçà de ces éléments, faut-il ajouter, Descartes cherche à ériger l’idée de la nécessité 
en exemplar de l’enchaînement nécessaire des idées, et ce, en rendant justice à la fonction de la mémoire. Faute 
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de cette exemplarité,  les connaissances ne pourraient pas s’appeler scientifiques,  les raisonnements n’auraient 
pas de moyen pour se justifier non plus. Au total, le philosophe s’occupe ici à établir la manière de décrire les 
connaissances scientifiques d’une façon telle que cette manière est simultanément la manière de développer les 
démonstrations. Ce n’est rien d’autre qu’une telle double manière qu’il entend englober, dans les Deuxièmes Ré-
ponses, sous l’expression de « la façon d’écrire des Géomètres », dont l’idée de l’ « ordre » constitue le moment 
essentiel. Selon cette  idée maîtresse cartésienne,  la démonstration se déroule d’un terme, premier et évident 
en lui-même, à celui qui  le suit  immédiatement. Ici,  le second terme apparaît à  l’esprit comme véridique, pré-
cisément parce qu’il est reconnu comme tel a travers, ou sous l’effet de, l’évidence initiale. Tant que l’ordre du 
connaître ou celui du savoir est garanti ainsi par l’évidence, il ne restera, pour construire la démonstration, que 
de distribuer  les choses connues en conformité avec  l’ordre dont elles se sont dégagées de  façon successive. 
Connaître ou reconnaître les choses d’une telle manière, voilà ce que Descartes appelle « analyse ». 
 Mais en toute exactitude, comment peut-on connaître une chose par  l’intermédiaire d’une autre qui  la pré-
cède ? Faudrait-il savoir certaines conditions formelles de savoir avant de savoir quelque chose ? Faudrait-il 
commencer par établir un certain protocole  logique de  la démonstration avant de démontrer effectivement 
quelque chose ? Si oui, l’idée cartésienne de l’ « ordre » deviendra superflue, puisque, pour savoir correctement, 
on n’aura alors plus besoin que d’adhérer formellement à des conditions préétablies de savoir. De même, la dé-
monstration se poursuivra d’une manière telle qu’elle se conforme au protocole conçu au préalable. Une telle 
démarche de la pensée n’a pourtant rien à voir avec le régime de la pensée cartésienne. Dans ce régime, c’est l’acte 
lui-même de connaître ou celui de savoir qui prend le dessus. Sans connaître quelque chose d’une façon effec-
tive, il ne peut y avoir aucune démonstration. Or, connaître dans l’acception cartésienne, c’est suivre l’ordre de 
la pensée, qui va s’éclaircir d’elle-même sous la lumière venant de l’évidence. Pour préciser ce point, rappelons 
ces mots de Descartes que nous avons cités plus haut : « les choses qui sont proposées les premières doivent 
être connues sans l’aide des suivantes ». Étant donné que « les choses premières » sont posées au pluriel, Des-
cartes regarde  ici, non pas  l’instant unique et originaire où  la pensée philosophique se déclenche, mais plutôt 
le cours ou le procédé de la pensée qui commence et recommence de se développer. Chaque fois que, dans ce 
cours, l’esprit cherche à avancer, il n’aura besoin que de s’appuyer sur ce qu’il a déjà trouvé par lui-même. Au-
trement dit, la connaissance qu’il aura du second terme découle de la connaissance qu’il a déjà effectivement du 
premier. Le second peut être compris ainsi du seul fait que le premier est déjà compris, et le troisième, du seul 
fait que les deux premiers sont déjà compris, et ainsi de suite. Cela veut dire inversement que, pour comprendre 
un terme, par exemple le vingtième, il n’est nullement nécessaire d’appréhender le terme qui le suit, à savoir le 
vingt-et-unième. 
 La question est alors de savoir comment ce dernier, le vingt-et-unième, restant jusqu’ici étranger à la com-
préhension du vingtième, s’introduit dorénavant dans  l’esprit voulant se  tendre à ce  terme-ci qui demeure 
pour  lui encore  inconnu. Comment  introduit-on  le vingt-et-unième dans sa perspective en vue, cette  fois, de 
le comprendre ? Il s’agit ici d’élargir l’applicabilité de l’ « ordre » jusqu’à la sphère où elle ne se met pas en-
core à l’épreuve. Pour cela, il faut dresser une hypothèse visant au nouveau stade de la réflexion, et cela même 
marquera le nouveau commencement dans l’ « ordre » de la pensée. Si l’essai de l’élargissement nouvellement 
commandé est mené à son terme, l’ « ordre » gagnera la certitude de degré supérieur. L’esprit, qui se consacre 
à un tel procédé susceptible d’être renouvelé, pourra acquérir une habitude intellectuelle constante sur laquelle 
reposent les opérations ultérieures de la pensée. Apparemment, il n’y a ici rien d’étonnant. C’est pourtant pour 
cela que l’esprit se laisse égarer très souvent dans des directions autres que celle que l’ « ordre » indique. Il 
incline trop souvent à négliger la rectitude de la démarche requise à la réflexion philosophique. Or, ce n’est rien 
d’autre que cette rectitude que la « Mathesis » cartésienne demande à observer en matière de mathématique et 
de physique. Les connaissances relatives à ces deux domaines s’organisent autour d’une série, dont la « Mathe-
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sis » assure la rectitude et l’unité. En ce sens, la « Mathesis » sert aussi bien de methodus que de scientia pour 
rendre ferme non seulement la certitude de telles ou telles connaissances particulières, mais aussi, et surtout, la 
certitude totale des systèmes, mathématique et physique. 
 Avant de conclure notre réflexion, il sera bon de préciser un peu le rapport qu’il y a entre l’idée cartésienne 
de l’ « ordre » et l’expérience. Il importe pour cela de souligner que c’est l’entendement qui se charge du travail 
de « connaître ». Certes, l’imagination et la sensation （y compris les affections） ne pourraient pas se produire 
sans appeler certaines connaissances qu’a l’esprit. L’exercice de la volonté est précédé lui aussi d’une certaine 
connaissance touchant ce qui est voulu. Mais pour saisir la fonction essentielle du « connaître », on peut mettre 
entre parenthèses toutes ces modalités particulières de la cogitatio. Pour s’en convaincre, il suffira de rappeler 
les deux faits élémentaires suivants  :  la chaleur peut être pensée et connue même lorsque l’on ne la sent pas 
actuellement. De même,  le  triangle peut être pensé et connu sans que  l’on n’imagine dans  l’espace une zone 
triangulaire. C’est plutôt  l’entendement,  lui  seul, qui est capable de concevoir  la pensée de  la chaleur ou du 
triangle ─ pensée, dans ce cas, détachée d’une part de la chose sentie ou imaginée et de l’autre, réduite à des 
expressions verbales. Ce détachement et cette réduction s’opèrent sans exception,  fût-ce de  façon  indistincte, 
dans toutes  les expériences significatives de  l’homme. Autrement dit, au moment où  la chaleur est sentie et 
que le triangle est imaginé, l’entendement s’exerce toujours déjà au cœur de telles expériences. C’est pour cela 
que Descartes dit dans la Sixième Méditation que « quelque sorte d’intellection » est incluse dans le « concept 
formel » de l’imagination et de la sensation. Sinon, la sensation de la chaleur se dissipera d’elle-même bientôt, 
puisqu’elle est, elle-même,  incapable de dire que c’est  la chaleur qui se présente maintenant à  l’esprit. On ne 
peut rien connaître sans recourir à des expressions verbales à travers lesquelles ce qui se produit à l’intérieur 
de lui ou aux alentours de lui devient pour lui significatif. 
 Le travail de l’entendement se répète ainsi, et c’est au sein d’un tel processus, général et primitif, que prendra 
forme l’ « ordre » cartésien que nous appellerons aussi le cours du savoir. Nous employons le terme de cours, 
non pas pour dire que l’ « ordre » ne connaît en lui aucune interruption, mais plutôt pour mettre l’accent sur 
son caractère auto-suffisant ou auto-accomplissant. Comme nous l’avons constaté, le premier terme qui marque 
le point de départ du cours du savoir est un terme déjà connu. Le second terme est connu, quant à lui, en tant 
qu’il résulte du premier, et le fait même que le second résulte du premier suffit à affirmer qu’il est en réalité 
« démontré ». Dans la totalité du cours, il n’y a rien qui ne puisse pas être démontré de cette façon. Pour effec-
tuer la démonstration, il n’est à aucun moment nécessaire de renvoyer à des critères qui sont extérieurs à ce 
cours. Toujours est-il que le cours du savoir se suffit en lui-même et pour lui-même.  
 Est-ce à dire que le cours en question est vierge de toute possibilité de fausseté ? En un sens oui, à savoir 
aussi longtemps que la volonté n’intervient pas dans le cours en question pour prononcer le jugement. En effet, 
je suis capable d’appeler ma volonté de manière à ce qu’elle ne s’effectue pas expressément. Si le cours ou l’ordre, 
propre à la démarche de l’entendement, peut être suivi, considéré, en dehors de la question de la vérité et de la 
fausseté, c’est en vertu de ma volonté de ne pas vouloir juger. Ainsi s’ouvre le plan qui échappe à toute manifes-
tation de l’égoïté. Ce plan, on le qualifie d’ordinaire « logique » et « mathématique ». Cette mathématique ou 
« Mathesis » comprend en elle l’arithmétique et la géométrie. À l’aide de l’imagination, la « Mathesis » ouvre 
l’espace dans  laquelle  la géométrie s’institue. Si, d’autre part, on n’emploie pas  ici  le point de vue de  l’espace, 
ou celui de l’applicabilité de la « Mathesis » à l’espace, il est possible de dire que le cours du savoir se situe au 
niveau de ce que nous appellerons ontologie du savoir. Sur ce niveau, le « savoir » apparaît sous sa forme ori-
ginaire. Il peut être saisi, envisagé, abstraction faite de tous les éléments extérieurs à l’entendement. Voilà l’un 
des deux avantages qu’offre  l’ontologie du savoir. L’autre avantage de cette ontologie consiste à permettre de 
suivre le cours du savoir sans que l’on ne s’occupe à la question de la vérité ou de la fausseté. Certes, telle ou 
telle connaissance que j’ai en un moment donné est susceptible d’être jugée comme vraie ou fausse. Mais il est 
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également vrai, du moins dans le cours du savoir, que je peux suspendre le jugement sur la vérité ou la fausseté 
de ma connaissance, et c’est une telle abstention consciente qu’exige l’ontologie du savoir.
 Incité par l’évidence reconnue au départ, l’entendement se met à suivre le cours du savoir. Réconforté par la 
force persuasive que possèdent les choses qu’il rencontre dans les stades ultérieurs,  il continuera de procéder 
dans la direction que la rectitude de ce cours indique. Dans cette démarche, les moments viendront à quelques 
reprises où le « savoir » de l’esprit prend la forme d’une connaissance claire et distincte. La clarté et la distinc-
tion, au sens cartésien de ces mots, ne trouvent leur place que dans la rectitude telle qu’elle est accordée à la 
démarche de l’entendement. Or dans le dernier terme auquel l’entendement a enfin atteint, sont inclus tous les 
autres termes qu’il a précédemment passés, à savoir que la compréhension du dernier terme est appuyée sur 
les compréhensions accumulées  jusqu’alors sur  les  termes précédents. En d’autres  termes encore,  la connais-
sance sur le dernier devient claire et distincte sous la lumière de la clarté et de la distinction qui émane des pré-
cédents. 
 Pour revenir sur les deux opérations caractéristiques de la philosophie de Descartes, on comprendra mainte-
nant mieux que la description analytique consiste à montrer le parcours de la voie de la recherche comme si on 
l’empruntait pour la première fois. Quant à la description synthétique, elle a pour but de reconstruire la totalité 
de ce parcours, non pas selon l’ordre, pour ainsi dire chronologique, de la réflexion, mais plutôt sous une forme 
logique existante dont l’effectivité est déjà prouvée. 
 Appelons enfin l’attention sur la signification du mot « terme（s） » que nous avons utilisé ci-dessus. À notre 
sens,  il ne s’entend ni comme une certaine unité  indépendante dans  le réseau des connaissances, ni comme 
contenu nettement déterminé que possède une connaissance. Le « terme » dont il est question ici correspon-
dra plutôt aussi bien au « conatus » qu’à la « monade » dans l’acception leibnizienne. Il est conçu donc de ma-
nière purement théorique, en dehors de toute expérience. Dans le cours du savoir, le début, le milieu et la fin 
ne peuvent pas être disjoints comme s’ils étaient distincts les uns des autres. Plutôt, un terme renferme en lui 
tous les autres. Non seulement le terme subséquent renferme en lui tous ceux qui le précèdent, mais encore, et 
réciproquement, le terme précédent renferme en lui tous ceux qui le suivront. C’est pour cela précisément que, 
si l’on veut savoir ce que c’est que le cours du savoir, on ne sera pas éloigné du vrai en pensant à l’émanation. 
L’émanation se produit et se poursuit au  fur et à mesure que se diminue  la densité que possède chacun des 
« termes » tant qu’il renferme en lui tous les autres « termes ». Au commencement de l’émanation, la densité 
restera encore trop grande, et alors la connaissance qui en résulte restera dépourvue de la distinction. Mais si, 
à l’inverse, la densité est diminuée à l’excès, la connaissance correspondante se verra cette fois dépourvue de la 
clarté. L’évidence de la connaissance se trouve ainsi proportionnée à la densité variable des éléments qui se réu-
nissent en le cours du savoir.
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tare » （AT. X, p. 379）. Dans l’édition japonaise （Hakusui-sha, 1993, t. 4）, le traducteur comprend que le terme de 
« scientiae / sciences » posé au pluriel signifie la « science » au sens de la discipline qui est en l’occurrence la phy-
sique （p. 29 et p. 123, n. 12）. Mais d’après nous, les « scientiae » doivent être prises au sens de connaissance. Essen-
tiellement, il est question ici d’élever les connaissances à des degrés supérieurs. 

31  René Descartes, Œuvres complètes, sous la direction de J.-M. Beyssade et D. Kambouchner, t. III, Gallimard, 2009, p. 
81 / AT. VI, p. 1.

32  Voir notre La formation de la métaphysique cartésienne （2e éd.）, Kôdansha, 2012, part. 2ème, chap. 3. 
33  Cf. G. W. Leibniz, La réforme de la dynamique, De corporum concursu （1678） et autres textes inédits, éd. M. Fichant, J. 

Vrin 1994, pp. 33-34.
34  F. de Buzon, op. cit., pp. 303-320.
35  Sur ce point, renvoyons aussi à notre article : « Descartes et la métaphysique moderne », in Histoire de la philoso-

phie occidentale III, Kôdansha, 2012.
36  AT. V, p. 160 / DESCARTES, L’entretien avec Burman, Édition et annotation, par J.-M. Beyssade, PUF, 1981, p. 73.
37  AT. V, p. 160 / éd. Beyssade, p. 73.
38  Cf. L’homme des sens et sa physique, pp. 129-130.
39  Voir notre Mathématiques ou gravité de l’être, Chisen, 2005, pp. 29-30.
40  Cf. op. cit., pp. 59-64.
41  Cf. Pierre Gassendi, Disquisitio metaphysicæ, texte établi, traduit et annoté par Bernard Rochot, 1962, J. Vrin, p. 525 

sqq.
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Introduction

 Kumagusu Minakata （1867-1941） became known as a maverick （or independent） scholar in and outside Ja-
pan in the Meiji Period. He introduced ‘ecology’ in Japan, pioneering the Japanese nature conservation move-
ment through his ‘protests against shrine consolidation’, in which he emphasized the importance of conserving 
the ‘forests of village shrines’ from an ecological perspective. Minakata developed the concept of ‘protests 
against shrine consolidation’, not only to underline the ecological or scientific significance of the forests of vil-
lage shrines, but also to support his personal viewpoints, as expressed in ‘Mandala’ and ‘A Study of Incidents’.
 The period of modernization, which started with the Meiji Restoration, has brought environmental degrada-
tion to our attention; needless to say, the conservation of nature has become a pressing challenge. For this, an 
adaptive management model centered on ecological conservation is applied to the conservation of biodiversity, 
including,  for example, environmental restoration projects and  initiatives to protect wildlife （Washitani 1998）. 
Adaptive management,  it’s originally  the  term of marine recourses studies （Katsukawa 2007）,  includes  the 
continuous process of planning and constructing strategy based on monitoring, from an ecological perspective, 
adopting a ‘risk management’ approach.
 However, lately it is generally understood that there is a limitation to the scientism model which is concerned 
with the universal validity of natural science and is ‘devoid of consideration for human beings’ （Torigoe 2004; 
Tomita 2008）. Adaptive management as employed by the majority of modern environmental strategies does not 
incorporate a comprehensive understanding of human affairs. This may include, for example, what significance 
and value nature has to men, or how we can identify the extent of damage and the risk in terms of playing a 
vital role in constructing and maintaining strategies. The management model which regards human society only 
as an extension to the ecological system fails to consider how we see the environment while being responsible 
for conservation. Thus, adaptive management, as being based on scientific data, requires re-construction of the 
model to one that  includes the standpoint of the agent responsible for management. A social structure which 
proactively uses and ‘tames’ the knowledge of natural science may have the capacity to destroy scientism.
 Challenging the management model, which is purely based on natural science, may result merely in a model 
confined by the coexistence of conflicts between the areas of natural science and of humanities and social sci-
ences, highlighting the differences between ‘specialists’ and ‘the general public’, ‘scientific knowledge’ and 

‘knowledge of life’, ‘nature’ and ‘understanding of nature’. In other words, ‘scientific knowledge’ （values and 
knowledge indicated ecologically） can only be an ‘unfamiliar object’ to the principal participants, while having 
no significance or meaning to them. Therefore,  it  is essential to create the basic concept of adaptive manage-
ment, which regards the ecological understanding of the world and life as integrated into the value of society 
and human existence. For this, Minakata’s philosophy offers some meaningful perspectives.

A study of the ecological foundation of adaptive 
management: Kumagusu Minakata’s thought

Seki Yoko
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1. ‘Protests against shrine consolidation’

 The shrine consolidation regulations were imposed as part of the strategy of modernizing Japan from a feudal 
to modern state, with the aim of uniting the people and establishing a national system through unifying political 
power and religious authority （Murakami 1970）. ‘Shrine consolidation’ imposed the rule of one shrine per vil-
lage, eliminating, merging and relocating excess shrines, as reinforced in the Ise and Kumano areas （the prefec-
tures of Mie and Wakayama） （Kumagusu Minakata Zenshu 7:49, hereafter, ‘Zenshu’）; all disqualified shrines 
were forced into consolidation.
 However, village shrines had provided the opportunity to worship nature, and through people’s beliefs,  the 
surrounding forests were able to avoid being cut down and had been allowed to retain their original flora. Mi-
nakata became concerned about the effect of cutting down the forests of the shrines on people’s lives and be-
liefs, and initiated the ‘protests against shrine consolidation’.

1-1） Protests against shrine consolidation - ‘preservation’ and ‘conservation’
 Minakata’s ‘protests against shrine consolidation’ are generally understood as a ‘movement to protect na-
ture’, although there are two contrasting features contained here. One is ‘preservation’, which protects nature 
from destruction and damage through regulating human activities and preventing human  interference;  it  is 
sometimes referred to as ‘protecting nature’. The fundamental idea of ‘preservation’ rebukes the human ego, 
and has no concern with human activities and value systems, while being preoccupied with protecting nature. 
 The other is ‘conservation’ which encourages intervention and aims to save resources, nature, and the nat-
ural environment for the benefit of humans, such as the secondary environments and landscapes of Satoyama. 
While ‘preservation’ prevents human  interaction with nature, ‘conservation’ encourages humans to  interact 
with it. In Japan, environmental strategies have been developed to deal with the problem of pollution, and ‘con-
servation’ has played an essential role in protecting nature and maintaining the environment to support human 
life （Kitou 1996）.
 As shown above, ‘protests against shrine consolidation’ may refer to movements to protect shrine  forests 
in the context of ‘preservation’. Minakata argues that shrine forests are “different from woods and forests for 
cultivation, and unique in that they have never been cut over hundreds and thousands of years, allowing plants 
to develop intricate relationships with one another; there is even an area of study focused on examining these 
relationships, this being ecology” （‘Zenshu’ 7:528）. Namely, shrine forests include ecological or scientific values 
as natural forests and therefore must be protected from destruction. 
 Minakata introduced efforts to protect the environment in Europe and the US in his protests against shrine 
consolidation. Even during the  time he resided  in Tanabe, he collected  information on protests against dam 
construction in the Hetch Hetchy Valley in Yosemite National Park by J. Muir （Takeuchi 2004）. However, Mi-
nakata’s protests against shrine consolidation cannot be viewed  in parallel  to western movements  to protect 
nature in the name of ‘preservation’. Western movements to protect original nature are based on challenging 
the ‘human ego’ and are concerned with ‘preserving’ only the natural environment separate from human life. 
On the other hand, Minakata’s protests against shrine consolidation seek to protect the woods and forests that 
had been preserved through a combination of  the human ‘taboo system’ and the  forests  innate nature, and 
therefore can be regarded as ‘conservation’ to ‘protect humans’ that co-exist with the nature. The sociologist 
Kazuko Tsurumi refers to Minakata as an ‘ecologist of regionalism’ as he warned of the risks of weakening in-
dustry and human lives through destroying nature, and of damaging humanity as a result （Tsurumi 1998:341）; 
Tsurumi considers his protests against shrine consolidation to be ‘protests against pollution from the perspec-
tive of ecology’. In other words, Minakata’s protection of nature has the two contrasting features of ‘preser-



国際哲学研究 3 号 2014  345

Article

vation’ and ‘conservation’, combined through his understanding of ‘ecology’. Minakata’s ecology appears to 
be integrated, even considering the human mind （faith）, whereas the study of ecology in Europe has tended to 
neglect the concepts of human ego and benefits. His ‘protests against shrine consolidation’ to protect nature 
developed from an ecological perspective. This protest allowed no conflict between ‘preservation’ and ‘conser-
vation’ from the outset. 

1-2） The value of forests of village shrines 
 One of the purposes of the shrine consolidation regulations was to provide the shrines with a social role to 
govern the regional areas. The shrine consolidation process was divided into two major stages by government 
regulation （the former and latter stage）, and Minakata initiated his protests against shrine consolidation during 
the second （latter） stage, in 1906 （Meiji 39）. The second/latter stage of the process was intended to re-build 
the economy following the Russo-Japanese war in the early 1900s and to improve the efficiency of regional ar-
eas through creating a new municipality system. However, because towns and villages already combined into 
larger municipal areas, the distances between the merged shrines increased as well （Kuwabara 2005）. As a re-
sult, residents faced major changes that affected their lives and beliefs. The land of the shrines （shrine forests） 
had normally been merged. However, in reality, there were negotiations to claim the shrine forests and establish 
membership rights （Harada 2005）. ‘Membership rights’ had no function to protect nature, but led to damage to 
the forests due to commercial value. This is due to the subtle differences in social values identified between the 
shrines and the shrine forests. The second/latter stage of the shrine consolidation process particularly sought to 
destroy the shrine forests owned by the shrine authorities, and so was directly linked to economic interests.
 Thus, Minakata understood shrine consolidation to have two separate purposes; one was to unite the shrines 
under a central religious institution, and the other was to cut down the village shrine forests and remove the 
financial value claimed by the shrines. What infuriated Minakata the most as a biologist, was the way the shrine 
forests were mistreated as an economic prospect, rather than the actual process of merging the shrines （‘Zens-
hu’ 7:548-549）. 

2. Minakata’s Mandala and ‘A Study of Incidents （Koto no Gaku）’

 “In my opinion, the unique natural beauty of our country is equivalent to our nation’s Mandala.” （‘Zenshu’ 
7:559） Minakata’s protests against shrine consolidation seem to have been aimed at protecting nature for its re-
ligious significance （mandala）, rather than simply for scientific reasons. The protest movement was driven not 
from an ecological perspective, but from the religious understanding of ‘Mandala’. It has been generally agreed 
that Minakata protested against the shrine consolidation legislation to protect specimens for his ecological and 
botanical  interests, however, his  interest  in protecting nature might have been based on  the worldview as 

‘Mandala’ and ‘A Study of Incidents’.

2-1） Minakata Mandala
 Dogi Horyu （1857-1923）, a scholar and monk of Shingon Buddhism, is known to have had the biggest influ-
ence on the formation of Minakata’s philosophical ideals. Repeated correspondence with Dogi helped to deepen 
Minakata’s understanding of the world and science; the Shingon Tantric view of the world as depicted in ‘Man-
dala’, in particular, impacted Minakata’s philosophy.
 Figure 1 shows a rough drawing as found in Minakata’s correspondence to Dogi （dated July 18th 1903, ‘Zen-
shu’ 7:364-366）;  this drawing was referred  to as ‘Minakata Mandala’ by Hajime Nakamura, and was  first 
introduced and interpreted by Kazuko Tsurumi. Minakata explains that crisscrossed lines show the law of cau-
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sality （cause and effect）, and that Mandala reflects 
the world in which the inevitability of causality and 
the accidental ‘cause’ and ‘effect’ manipulate one 
another. Minakata understands the  law of causality 
to  consider  the  cause and effect  of  the ‘material 
world’ and of the ‘spiritual world’; ‘En’ means the 
accidental happenings of cause and effect, and ‘Ki/
Gi’ refers to a change in direction of the process as 
determined by  the event of ‘En’. Minakata states 
that “modern science understands causality, but not 
the nature of ‘En’”, and that “it is our responsibility 
to study ‘En’” （‘Zenshu 7:392）. ‘En’ is the point at 
which ‘material’ and ‘spiritual’  interact with one 

another, and on which the true nature of the world emerges.
 Minakata refers to the point which has the maximum crossings of the lines of accidental causalities as Suiten, 
and considers that this point enables one to have a wider possible perspective. The concept of Suiten is different 
from ‘the center’, in terms of providing simply a convenient, but not infallible, viewpoint to the observer （Matsui 
2005）. Whereas natural science tends to examine fixed objects, Suiten enables observation of the dynamism of 
the world at the moment of incidents. The tradition of identifying spirits and souls in nature, and of protecting 
nature through beliefs can be regarded as an example of Suiten, unique incidents occurring on the point of in-
teraction between the ‘material world’ and ‘spiritual world’.
 Minakata understands  that  the world consists of  the  three elements of ‘physical wonder’, ‘psychological 
wonder’ and ‘wonder of incident’, as well as ‘wonder of law’ which transcends the previous three wonders, 
and ‘ultimate wonder’ or ‘wonder of Dainichinyorai （Mahāvairocana） which encompasses all of the elements 
of wonder. Minakata regards Mandala as a means to understand the world, rather than as religion as such, con-
sidering  life as part of Dainichinyorai （or ultimate wonder） （‘Zenshu’ 7:365）, and Dainichinyorai as the true 
nature of life, or ‘the origin’ （Karasawa 2011）. Dainichinyorai is the world beyond human understanding, and 
humans are able to grasp only the tiniest piece of the whole universe; “talking of science, in reality, its under-
standing is minute, only a miniscule part of Shingon” （‘Zenshu’ 7:372）.
 Minakata was also aware of the significance of western natural science as a means of understanding Mandala; 
there is no path to understanding Mandala if modern science is denied.

2-2） ‘A Study of Incidents’ –Minakata’s ecology
 Minakata’s philosophy seeks to “re-examine the scientific understanding of life force from the Shingon Tan-
tric perspective” （Senda 2002:182）, to unite science with Buddhism, and to identify the limit as well as the po-
tential of natural science. ‘A Study of Incidents’ is the core philosophy of ‘Minakata Mandala’, and represents 
his theory of science.
 ‘A Study of Incidents’ was developed in Minakata’s correspondence to Dogi, and represented, for instance, in 
the diagram for Dogi’s benefit in 1893 （Figure 2）. “My study of incidents examines the interaction between the 
spiritual world and the material world … The process occurs only when the spiritual world and the material 
worlds come across one another” （‘Zenshu’ 7: 145-146）. Hashidume （2005） explains that Minakata’s reference 
to ‘spiritual’  is concerned with the world of souls and minds, as well as  the  function of souls, and ‘materi-
al’ with the physical world or the outer world  including the  incidents and natural phenomenon as  identified 
through modern science. ‘Incidents’ also include the internal process which happens as a reaction to the outer 

Figure 1 （Minakata Kumagusu Archives Collection）
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world,  in other words,  it  occurs when  the spiritu-
al （mind） tries  to grasp  the material （Hashidume, 
2005:20-32）.
 ‘A Study  of  Incidents’ provides  a mechanism 
through which to understand the shrine forests that 
had been maintained  in the joint  force between na-
ture and spirit, while disagreeing with the perspec-
tive of  the western modern science which regards 

‘nature’ and ‘human culture’ as conflicting.

3. Protests against shrine consolidation as a challenge to modern rational principles

 It is not seen as being out of the ordinary that a follower of Shingon Tantric Buddhism developed protests 
against shrine consolidation in Japan, the country of the tradition of ‘Shinto and Buddhism syncretism’ with a 
background of nature worship. Shinto and Buddhism are fundamentally different religious traditions, however, 

‘Shinto Mandala’ which depicts natural phenomena as gods and Buddhas is unique to the Japanese Shinto and 
Buddhism syncretism, and is a familiar form of worship to the people （Kamata 2011）. The shrine consolidation 
regulations and the policy of destroying and abandoning Buddhist heritage, operated under the modernization 
strategy of the Meiji government, reinforced a reform in the religious tradition of Shinto and Buddhism syncre-
tism, and impacted not only Shinto but also Buddhist tradition.
 On the whole, the Japanese modernization ‘ideology’, modeled after the West, transformed the beliefs of Jap-
anese people. Such permeation of the market economy system considered the woods and forests of the shrines 
and temples as external diseconomy and not profitable. Thus a significant amount of environmental impairment 
began. （Of course, not all aspects of modernization have brought about negative effects.） Minakata’s philos-
ophy and practice criticized the ‘modernization’ and ‘modern rational principles’, or even the reasoning of 
enlightenment （reasoning of exploitation of nature）. M. Weber （1864-1920）, identifying reasoning and idealism 
as the characteristics of the modern era, considered the destination of modern rational principles to be the loss 
of meaning to life （Sinnlosigkeit） through removing magical elements （Entzauberung） of religious worldviews. 
Minakata’s protests against shrine consolidation may have acted as a warning against the loss of meaning of life 
through the rational alteration to the spiritual and cultural value system.
 On the whole, protests against shrine consolidation criticized the modern rationalism driven by economic ra-
tionality, and the  intellectual rationalism based on natural science.  It reproaches the environmental strategies 
of our time that try to justify the policy and movements with the qualification of ‘being scientific’. The adap-
tive management which considers human society as on the extension of the ecological system aims to enforce 
the prevention of scientific rationalism of the modern era from impacting on the environment, and provides no 
opportunity to reflect on the fundamental relationship between humans and nature in the process of moderniza-
tion.

3-1） The social rationalism of ‘giving meanings to nature’
 While examining Minakata’s philosophy around the concept of space, Senda （2002） interprets  its meaning 
to  involve ‘incidents’ in which materials and minds interact. ‘Incidents’ produced through the interaction of 

Figure 2 （Minakata Kumagusu Museum Collection）
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materials and minds can contribute  towards the meaning of space, such as divinity or nature worship. Var-
ious  lives will be experienced by people occupying the space, which creates new ‘incidents’ to  increase  its 
significance;  the significance  is experienced by people, and helps to  increase the reverence to nature （Senda, 
2000:238-242）. The process of modernization in which the shrine forests are eliminated and transformed into an 
inorganic space, causes a loss of spatial meaning and removes the opportunity to encounter those meanings. Mi-
nakata’s protests against shrine consolidation are regarded here as “a resistance to the force of one-dimensional 
approach to the spatial meaning” （Senda, 2002:245）, refusing to accept the modern rationalism which leads to a 
loss of the meaning of life.
 And Kuwako （1999） introduces the concept of a ‘spatial résumé’, referring to ‘space’ for people to occupy 
and giving meaning to the space. Space provides a medium for materials and minds, and “has various signifi-
cance through historical events”, however, modernization has demeaned ‘space’ （Kuwako 1999:34-36）.
 Minakata’s protests against shrine consolidation, as expressed in ‘A Study of Incidents’, do not support the 
one-dimensional understanding of natural science that the protection of nature lies within people’s beliefs and 
value system. ‘A Study of Incidents’ understands ‘the meaning of nature’ to be produced through the inter-
action of science and religion, and ecological knowledge and beliefs; such meaning has the power to develop the 
practice of environmental conservation movements.
 Seki （1997）,  in his sociological analysis of ‘anti-reclamation protests of Odagahama Beach’ in the Imabari 
town of the Ehime region, argues that the specific policies and movements of protecting nature should begin 
not only with ecological understanding based on the interaction between humans and nature, but also with the 
process of ‘giving meaning to nature’. This hints that ecology （natural science） fails to encourage people to in-
teract with and give meaning to nature. In contrast, ‘A Study of Incidents’ considers ecology （natural science） 
as aiding the  interaction between humans and nature and creating spatial meaning. Since this can  lead to a 
force that will eventually create a concrete movement, it can be said that ecology may include some elements of 
social rationalism.

3-2） ‘A Study of Incidents’ as challenging scientism 
 Even though its indoctrination has not been sufficient, Minakata’s ‘A Study of Incidents’ shows the way of 
knowledge based on intersecting space and seeks to challenge scientific rationalism through exploring the area 
of study which transcends between natural science with social science. This ‘Challenge’ agrees with Kant’s un-
derstanding of the term, and does not mean rejecting scientific rationalism.
 The relationship between natural science and society has been a popular theme for a study in the new move-
ment of science and philosophy, as explored by N. Hanson （1924-1967） in his theory-ladenness, and by T. Kuhn 

（1922-1996） in his Paradigm Theory. Noe （2007） pioneers ‘a study of interpreting science’ for challenging sci-
entific rationalism in a new movement that is based on interpreting the original texts （text model）.
 Fundamentally, ‘a study of  interpreting science’ represents a transformation of social science  into natural 
science, which challenges scientism as the sole route for understanding human society, in which natural science 
and social science are integrated rather than separated. This integration is achieved, not through approaching 
the study of natural science with ‘objects’ or ‘methods’, but through applying ‘understandings and interests’ 
that are shared with social science （Noe 2007:102）. J. Harbermas identifies the differences between natural sci-
ence and social science, seeing one as concerning the application of ‘technical understanding and interests’ and 
as the other as concerning ‘practical understanding and interests’. However, ‘a study of interpreting nature’ 
understands that the two approaches can both be applicable to natural science. Technical interests can be ap-
plied  in developing a technical understanding of how things work prior  to estimating performance; practical 
interests can explore ‘human understanding of one’s selves and mutual understanding’ and ‘how humans are 
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located in the universe’. ‘A study of interpreting science’ in its attempt to challenge scientific rationalism ap-
plies not only technical interests to the study of natural science but also practical interests for identifying and 
understanding the location of humans in the nature/universe, thus unifying natural science with social science.
 Minakata was originally interested in the strength of integrating the study of natural science with social sci-
ence as introduced by H. Spencer （1820-1903）, and started challenging the one-dimensional approach to natural 
science, while developing ‘A Study of Incidents’. It appears that the development of his philosophy from ‘A 
Study of Incidents’ to Minakata Mandala may have been driven by ‘understanding and interest’ that are ap-
plicable to both natural and social science, in other words, the interests to examine the world and how we are 
placed in it. Thus, it was the source of Weber’s concern about ‘loss of the meaning to life’ or the meaning of 
life.

4. Re-introducing ecology – for the reconstruction of the adaptive management

 The Great Eastern Japan Earthquake on March 11th 2011 has raised questions about modernization, and also 
stimulated renewed interest in ecology.
 Recently, the shrine forests have been attracting renewed attention. There is a proposal to build a ‘forestry 
fortress’ to prevent or alleviate the disastrous impact of future Tsunami events. The embankment will be over 
300 km  long,  following the Tsunami damaged coastline （Miyawaki 2012）. This will be constructed  from soil 
mixed with rubble （the legacy of the earthquake） and will be planted with ‘potential natural vegetation’, in-
cluding plants that are unique to the botanical ecology of the region, and that belong to the shrine forests.
 The ecological value of the shrine forests can be identified in the plan to create a ‘forestry fortress’, which 
seeks to establish a way to co-exist with nature, and which provides comfort to ease the loss in affected areas, 
and reinforce the meaning of life. Creating new meanings to human life through the practical application of eco-
logical knowledge can be regarded as the core of the sustainable adaptive management model.

4-1） ‘Adaptive management’ challenges
 The Japanese ‘National Biodiversity Strategy 2012-2020’ （Ministry of the Environment 2012）, as set towards 
meeting the Aichi Targets from the international Convention on Biological Diversity （CBD）, aims to review the 
position of co-habitation between human society and nature after the Great East Japan Earthquake, requiring 
strengthening of scientific foundation （Ministry of the Environment 2012）. Conservation of biological diversity is 
a policy based on ecology; local residents have generally found these conservation works difficult to appreciate 

（Torikoshi 2004）. The main reasons include that these conservation works are often not brought about by the 
environmental needs of local residents, the model concept being based purely on science.
 Japanese environmental legislation has developed in response to the problems of pollution such as in the ‘Ashio 
mine copper poisoning’ case and ‘the four major pollution-related diseases’. The challenges described in Ra-
chel Carson’s ‘Silent Spring’ （1962） similarly emphasized the importance of understanding that humans exist 
as part of the ecological model. The effect of pollution and its impact on victims has always been discussed on a 
scientific basis; the perspective of natural science has been indispensable for the justification of politics and, in 
particular, for stressing the social significance of environmental strategies to tackle pollution.
 An example of adaptive management  in practice  is  the project of whaling  for research by  the Japanese 
government. This has sought to establish ‘sustainable whaling’, by  improving the scientific understanding of 
whales, and constructing a resource management system to deal with the difficulty of predicting future whaling 
impacts （Osumi 2003）.
 The project of whaling for research, operated with the ultimate goal of conservation/resource management, 



350  A study of the ecological foundation of adaptivemanagement: Kumagusu Minakata’s thought

pointed out its scientific justification to the anti-whaling countries at the International Whaling Commission, sat-
isfying the conditions of the moratorium （Ishii 2011）; the objective of the scientific whaling project came to be 
simplified, concentrating more on the scientific study of whales, rather than seeking to establish a ‘sustainable 
whaling industry’.
 The problem with whaling is that the research findings only provide ‘facts’ and cannot be applied to ‘com-
mercial whaling’ or consider the social and financial value of whales. The International Whaling Commission, 
which used to be a whaling organization,  is now concerned with specifics such as ‘moratoriums’ and ‘an-
ti-whaling’; as a result, the establishment of appropriate management techniques or methodology, based on the 
understanding of natural science, has no opportunity to be applied to human society and their activities in prac-
tice.
 This does not mean that knowledge of natural science  is useless. The adaptive management model estab-
lished through the project of scientific whaling has a limitation in terms of extending its concerns to social and 
cultural aspects of human affairs. Adaptive management has no  function  for the establishment of sustainable 
whaling.

4-2） Science for society
 ‘Scientific communication’ has attracted attention as a method to provide ‘scientific knowledge’ or ‘knowl-
edge of specialists’ to stakeholders in order to overcome the challenges of adaptive management. The need for 

‘scientific communication’ became clear after the Fukushima nuclear power station  incident,  to develop the 
strategy of scientific technology controlled by the civilians or “civilian control”. It helped to provide clear and 
easily understood information on risk factors. However, the communication only had educational benefits with 
respect to science.
 The development of adaptive management created a new adaptive management model with a focus on resi-
dents called ‘adaptive governance’. ‘Adaptive governance’ aims to implement the social science approach at 
a local level in the process of assessing the natural environment and the extent of damage to it, and of estab-
lishing a theory based on technical understanding of the natural environment. It helps  in the management of 
resources through the co-development of the eco-system and social system.
 ‘Adaptive governance’ can be a useful management model for addressing challenging local problems. When 

‘adaptive governance’ challenges the one-dimensional model of ecological or scientific understanding, it is only 
able to deal with the new coexistence of two dimensional models of natural science and social science, or that of 

‘materials’ and ‘spirituality’. This challenge considers ecological systems and social systems, scientific knowl-
edge and local knowledge, or those which create information and the local ‘knowledge users’. Communication 
may help to connect science with society through adaptive governance, however, there is a risk of governance 
losing functionality through communication failures, or if the scientific knowledge is not valid.
 Minakata’s scientific concepts of Mandala and ‘A Study of  Incidents’ seem to reflect  the one-dimensional 
model of ecology and associated challenges as  identified  in adaptive governance. Scientific understanding and 
ecological values help people to tune to a world view and bring meaning to life, bringing about the ‘motivation’, 

‘acceptance’ and ‘commitment’ that are vital to environment conservation. Acceptance and commitment are 
essential for adaptive governance （Miyauchi 2013） and are the factors necessary for making and committing to 
decisions.
 Minakata’s protests against shrine consolidation challenged modern scientific rationalism, developed through 
the critical re-construction of natural science, and the identification of the cross-over with social science. This 
provides significant perspectives  for  the construction of  the adaptive management model or  the concept of 
adaptive governance.
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Tomita, R., 2008, ‘A Study of Adaptive Management and A Flaming of issue’, Japanese Society for Science and Technol-

ogy Studies, 5, pp.110-120.
Torigoe, H., 2004, ‘A Study of Environmental Sociology from the Perspective of Residents’, Tokyo University Press, To-

kyo.
Tsurumi, K., 1998, ‘Mandala versus Water Chapter –Kumagusu Minakata’s Cosmology’ Fujiwara Shoten, Tokyo.
Washitani,  I.,  1998, ‘Adaptive management of ecosystem managemant’, Japanese Journal of Conservation Ecology, 3, 

pp.145-166.
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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 Devel-
opment 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 philos-

ophy 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 soci-
ety, which is in strife and turmoil because of the spread of destabilizing relativism and its opposite, unipo-
larism.

Calendar of Recent Events at the International Research Center for Philosophy
  Apr. 24, 2013  3rd General Meeting
  May 9-12    Panel Discussion: “Initial adoption of Western Thought in East Asian: The Role of Inoue En-

ryo” （Society for Cultural Interaction in East Asia Application for Participation in the 5th 
Annual Meeting, at City University of Hong Kong）

  May 17    1st conference of “A philosophy of post-Fukushima”, 2nd Unit: the documentary film The 
4th Revolution – Energy Autonomy and Lecture by Takahashi Masaki （Nonfiction Writer）

  May 23-28    The  International Association  of  Inoue Enryo Research:  Study Meeting  in USA （at 
US-American Luther College） “Inoue Enryo and Intercultural Philosophy”

  Jun.    Journal of International Philosophy, extra issue, 3, Towards a Philosophy of Co-existence: A 
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Dialog with Islam.
  Jun. 12    1st Study Group Session, 1st Unit: Ideno Naoki （Institute of Oriental Studies, Toyo Universi-

ty） “Tetsugakudo in Its Early Days”
  Jun. 14    Special lecture, 2nd Unit: Wu Zheng-lan （Center for Studies of Chinese Thinkers in Nanjing 

University） “Development and changes of the Jiangdong Literati Clans literature during the 
Six Dynasties”

  Jun. 15    Co-hosted Meeting, the 17th Research Conference on Song Dynasty Literature （at Waseda 
University）: Wu Zheng-lan “‘The six confucian books of ancient China’ and ‘well-informed 
Buddhism:’ Qian Qianyi’s  treatise on ‘making sutras the warp and history the weft’ and 
the targets of imitation in Su Shi’s literature”

  Jun. 19    1st Study Group Sessioncon, 2nd Unit: Wu Zheng-lan “The relationship between the classi-
cal scholarship of the literati in the late Ming Period and literary thought”

  Jun. 21    Special  lecture, 3rd Unit: Arjia Rinpoche （Tibetan Mongolian Buddhist Cultural Center） 
“Wisdom and Emptiness”

  Jun. 22    International Symposium “Towards Constructing a Philosophy of Coexistence: Investigating 
the Values of Ancient Eastern People through Languages”

  Jul. 10    2nd Study Group Session, 1st Unit: Watabe Kiyoshi （Emeritus Professor of Sophia Universi-
ty） “Philosophy of Miyake Setsurei: his attempt at a rebirth of Yangmingism”

  Jul. 25    1st Study Group Session, 3rd Unit: Maruhashi Yutaka （University of Hyogo） “A Theory of 
Life for Pain: An Introduction to the Medical Anthropology of Viktor von Weizsäcker”

  Jul. 26    2nd Conference of “A philosophy of post-Fukushima”, 2nd Unit: Kato Kazuya （University 
of the Sacred Heart） “We, the Children of Atom: 1962, 1992, 2001”

  Sep.   Newsletter, Vol. 6 published （in Japanese and English）
  Sep. 14    3rd Study Group Session, 1st Unit: John C. Maraldo（Professor emeritus at University of 

North Florida）“The Meiji Introduction of Philosophy to Japan as the Learning of a Foreign 
Language”

  Sep. 16    2nd Annual Meeting of the International Association for Inoue Enryo Research: “Inoue En-
ryo and Modern Japan”

  Oct. 5    3rd Conference of “A philosophy of post-Fukushima”, 2nd Unit: Notomi Noburu（Keio Uni-
versity）“Philosophy Arguing for ‘Ideal’: What to Say Today in a Post-Fukushima World.”

  Oct. 12    WEB International Conference: “Dialogue concerning Philosophical Methods of Empiricist 
and Rationalist”

  Oct. 16    4th Study Group Session, 1st Unit: Okada Masahiko （Tenri University） “Inoue Enryo and 
philosophical religion ［tetsugakushū］”

 Oct. 29-Nov. 6  Field Work, 3rd Unit: “Study Meeting and Field Work for Multicultural Coexistence in Iran”
  Nov. 30  Symposium “Is Coexistence of Religions Possible?”
  Nov. 30    Symposium of “A philosophy of post-Fukushima”,  2nd Unit: “Technology  for Fighting 

against Fading”: Iwata Wataru （Citizens’ Radioactivity Monitoring Station ‘CRMS’） “Mon-
umentization of ‘Fukushima’” Muto Ruiko （Fukushima Nuclear Disaster Plaintiffs） “Report 
from Fukushima”

  Dec. 11    5th Study Group Session, 1st Unit: Sueki Fumihiko （The International Research Center for 
Japanese Studies） “Inoue Enryō and Japanese Philosophy”

  Dec. 12    2th Study Group Session, 3rd Unit: “Towards a Philosophy of Co-existence: Report of “Study 
Meeting and Field Work for Multicultural Coexistence in Iran””
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  Dec. 14    4th Conference of “A philosophy of post-Fukushima”, 2nd Unit: Yamaguchi Masahiro （To-
kyo University of Science, IRCP Visiting Researchers） “Life in the Nuclear Age: Some Pro-
posals from Philosophy and the Worlds of Thought”

  Dec. 17    3rd Study Group Session, 3rd Unit: “Philosophy and Religion （1）”: Markus Gabriel （Univer-
sity of Bonn） “Die Ontologie der Prädikation in Schellings Die Weltalter”

  Dec. 18    Special Lecture, 3rd Unit: “Philosophy and Religion （2）”: Markus Gabriel “Die Zeitphiloso-
phie in Schellings Weltaltern”

  Dec. 18    6th Study Group Session, 1st Unit: Sato Masayuki （National Taiwan University） “Inoue En-
ryo, the founder who established Chinese philosophy as an academic discipline”

  Dec. 19    Special Lecture, 1st Unit: Sato Masayuki “Dynamism of The Concept of ‘Makoto’ and Xunzi 
in Chinese Thought”

  Dec. 22  Symposium “Shinto-Buddhist Amalgamation as Co-Existential Thought”
  Jan 11, 2014  International Symposium “The Transfer and Transformation of Law”
  Jan. 15    7th Study Group Session, 1st Unit: Nishimura Ryō （Nakamura Hajime Eastern Institute） 

“The History of the Development of Early Modern Anti-Christian Thought: From the End 
of the Ming Period to Inoue Enryō.”

  Jan. 17    Special Lecture, 1st Unit: Frédéric Girard “Xuanzang Sangzang’s Thought, His Legend, and 
Japan”

  Jan. 30    8th Study Group Session, 1st Unit: Frédéric Girard “Buddhist and Religious Studies during 
the Time of Émile Guimet”

  Feb. 21    5th Study Group Session, 2nd Unit: Takenaka Kurumi （IRCP PRA） “Hume and Nominal-
ism”

  Feb. 22    Symposium, 3rd Unit: “Philosophy and Religion （3）”, “Philosophy and Religion: Based on 
Schelling’s Die Weltalter”: Sugawara Jun （Nagasaki University） “Between a Theory of Evil 
and a Theory of Myth: The Scope of Schelling’s Die Weltalter”, Okamura Yasuo （Yamaguchi 
University） “Philosophy and Religion in Schelling”, Nagai Shin （IRCP） “The Issue of Jewish 
Mysticism: The Logic of Kabbalah”, Ono Junichi （Ghent University, IRCP Visiting Research-
er） “Schelling and Islam”, Discussion; Moderator: Nagashima Takashi （IRCP）

 Feb. 28-Mar. 4    Field Survey, 3rd Unit: “Investigating  the Actual Situation Surrounding Cultural Coexis-
tence in Myanmar”

  Mar. 1    6th Study Group Session, 2nd Unit: Kawamoto Hideo （IRCP） “Autopoiesis as a Methodolo-
gy”

  Mar. 8    Symposium of Studies on Methodology, 2nd Unit “What is not Aristotelian in the Medieval 
Philosophy”: Yamauchi Shirō （Keio University） “Method and Systematization of  the The-
ology in the Western Middle Age”, Takeshita Masataka （emeritus professor at Tokyo Uni-
versity） “Classification of the Sciences and the Thought of Systematization in the Medieval 
Islam”, Moderator: Murakami Katsuzo （IRCP）

  Mar. 15-17  Field Survey, 2nd Unit: “Field Survey in Fukushima-ken”
  Mar. 20-31  Field Survey, 3rd Unit: “Cultural Coexistence in America”
  Mar.  Newsletter, Vol. 7 （in Japanese and English）
  Mar.  Journal of International Philosophy, No. 3
  Mar.  International Inoue Enryo Research, Vol. 2
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Research Organization

［Researcher］
＜1st Unit＞
 Takemura Makio, Sagara Tsutomu ★, Shoujiguchi Satoshi 〇, Iwai Shougo ◎, Ibuki Atsushi, Miura Setsuo
＜2nd Unit＞
   Murakami Katsuzo ☆, Kawamoto Hideo, Noma Nobuyuki, Numata  Ichiro ◎, Sakai Tahoko 〇, Shimizu 

Takashi, Ohno Takeshi
＜3rd Unit＞
   Miyamoto Hisayoshi  ★ ◎, Nagashima Takashi  〇, Nagai Shin  〇, Yamaguchi Shinobu, Hashimoto Taigen, 

Watanabe Shougo, Kikuchi Noritaka, Asakura Koichi, Soda Takehito
 （☆＝Director, ★＝Vice-director, ◎＝Project Leader, ○＝Assistant project leader）

［Research Associate］
 Shirai Masato, Tonaki Yotetsu, Horiuchi Toshio

［Postdoctoral Fellow］
 Yamamura Yoko

［Project Research Assistant］
 Takenaka Kurumi, Misawa Yuji

［Visiting Researchers］ （Alphabetical order）
   Ishida Yasushi （Project Associate Professor at The Global Human Resource Development Center, Ochano-

mizu University）, Ideno Naoki （Visiting Researcher at Institute of Oriental Studies）, Itoh Takako （Associate 
Professor at Faculty of Art and Design University of Toyama）, Inagaki Satoshi （Professor at Jichi Medical 
University）, Inoue Tadao （Board of Director, Bureau Chief at Japanese Red Cross Academy）, Onishi Yoshito-
mo （Part-time Lecturer at Saitama University, Tokyo National University of Fine Arts and Music,  and 
Kanagawa University）, Okada Masahiko （Professor at Tenri University）, Ono Jun’ichi （Part-time Lecturer at 
Ghent University）, Kamata Toji （Professor at Kokoro Research Center, Kyoto University）, Kuroda Akinobu 

（Associate Professor at Cergy-Pontoise University）, Kenneth Tanaka （Professor at Musashino University）, 
Kosaka Kunitsugu （Emeritus Professor at Nihon University）, Wu Zhen （Professor at Fudan University）, Ge-
reon Kopf （Associate Professor at Luther College）, Saito Akira （Professor at Graduate School of Humanities 
and Sociology, University of Tokyo）, Sato Atsushi （Part-time Lecturer at Toyo University & c.）, Takeuchi 
Dai （Part-time Lecturer at Toyo University）, Tutiya Syun （Professor at National  Institution  for Academic 
Degrees and University Evaluation）, Baikal （Associate Professor at College of Arts and Sciences of J.F.Oberlin 
University）, Frédéric Girard （Professor at l’École française d’Extrême-Orient）, Muramatsu Akira （Associate 
Professor at  the Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University）, Yamauchi Hirotaka （Specially 
Appointed Professor at Hiroshima University）, Yamaguchi  Ichiro （Specially Appointed Professor at Toyo 
University）, Yamaguchi Masahiro （Professor at Tokyo University of Science）, Yoshida Kouhei （Emeritus 
Professor at Toyo University）, Rainer Schulzer （Visiting Researcher at Inoue Enryō Research Center）, Wata-
nabe Hiroyuki （Part-time Lecturer at Toyo University）
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［Assessment Committee］ （Alphabetical order）
   Kato Hisatake （Emeritus Professor at Kyoto University, Emeritus President at Tottori University of Environ-

mental Studies）
 Klaus Riesenhuber （Emeritus Professor at Sophia University）
 Shimizu Hiroshi （Emeritus Professor at University of Tokyo）
 Takayama Mamoru （Emeritus Professor at University of Tokyo）

Summary of Research Results 
（as of 1 January 2014, including forthcoming events and publications）

Symposiums
1.   International Symposium “Towards Constructing a Philosophy of Coexistence:  Investigating the Values of 

Ancient Eastern People through Languages”（at the 125th Anniversary Hall, 7th floor, Building 8, Hakusan 
Campus, Toyo University, Jun 22, 2013）

 Opening Speech: Miyamoto Hisayoshi （IRCP）
 Welcome Address: Takemura Makio （President of Toyo University, IRCP）
   Lecture: Arjia Rinpoche （director of  the Tibetan Mongolian Buddhist Cultural Center） “All Living Beings 

Can Coexist Using Their Own Language Systems”
   Goto Toshifumi （emeritus professor at Tohoku University） “The Background of the Āryas and the Human 

History”
   Saito Akira （professor at Tokyo University and IRCP Visiting Researcher） “How can Buddhist thought be 

brought back to life?: Buddhist scriptures, terms, and translation in present-day Japan”
 Discussion;   Commentator: Miyamoto Hisayoshi （IRCP） 

Moderator: Watanabe Shougo （IRCP）

2.   Symposium “Is Coexistence of Religions Possible?” （at Room 6211 on the second floor of Building 6, Hakusan 
Campus, Toyo University, November 30, 2013）

 Opening address: Watanabe Shougo （IRCP）
   Shaku Goshin （Fellow at the Nakamura Hajime Eastern Institute） “Is the Coexistence of Different Religions 

Possible?: Focusing on the Buddhist country of Sri Lanka”
   Baikal （Oberlin University, IRCP Visiting Researcher） “Buddhism and Christianity in the Mongol Empire Pe-

riod: Focusing on Religious Debates at Karakorum”
 Kanno Hiroshi （Soka University） “Buddhism Criticism by Tominaga Nakamoto and Hirata Atsutane”
 Discussion; Moderator: Watanabe Shougo
 Closing Speech: Miyamoto Hisayoshi

3.   A philosophy of post-Fukushima Symposium: “Technology for Fighting against Fading” （at Meeting room 4 
of Building 9 in Hakusan Campus, Toyo University, November 30, 2013） 

 Opening Speech: Murakami Katsuzo（IRCP）
 Iwata Wataru （Citizens’ Radioactivity Monitoring Station ‘CRMS’） “Monumentization of ‘Fukushima’”
 Muto Ruiko （The representative of Fukushima Nuclear Disaster Plaintiffs） “Report from Fukushima”
 Moderator: Murakami Katsuzo

4.   Symposium“Shinto-Buddhist Amalgamation as Co-Existential Thought” （at Room 6102 on the first floor of 
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Building 6, Hakusan Campus, Toyo University, December 22, 2013）
 Opening Speech: Nagai Shin （IRCP）
   Kadoya Atsushi （part-time  lecturer at  Iwaki Meisei University） “For Not Killing Cows: Shinto-Buddhist 

Amalgamation as Cultural Research”
   Kamata Tōji （Kyoto University Kokoro Research Center） “Reconsidering Kami to hotoke no deau kuni （The 

country where gods and buddhas meet）”
 Sueki Fumihiko （International Research Center for Japanese Studies） “Philosophy on gods and buddhas” 
 Discussion; Moderator: Nagai Shin
 Closing Speech: Miyamoto Hisayoshi

5.   International Symposium “The Transfer and Transformation of Law” （at Room 6210 on the second floor of 
Building 6, Hakusan Campus, Toyo University, January 11, 2014）

 Promoter Speech: Numata Ichiro （IRCP）
   Hasegawa Ko （Hokkaido University） “Studying Order in the Fusion of Laws of Different Origins: A ‘Creole 

of Laws’ Perspective”
   Oka Takashi （Gakushuin University） “The Influence of Foreign Law on the Process of Drafting the Meiji 

Civil Code”
 Noriyuki Asano （Osaka Otani University） “Indian Culture and Modern Law”
 Kuwahara Naoko （Kochi Junior College） “Islamic Law and Politics: The Polygamy Debate in Malaysia”
 Sima Avramović （University of Belgrade “Serbian Law Between Roman-Byzantine and Austrian Traditions”
   “Serbian Law among the Roman, Byzantine, and Austrian Traditions” and was delivered in English by pro-

fessor,
   Ninomiya Masato （Universidade de São Paulo） “Brazilian Independence and Codification after the Republican 

Transition in the 19th Century”
 Discussion; Moderator: Numata Ichiro

International Web Meetings
1.   Panel session: “Initial adoption of Western Thought in East Asian: The Role of Inoue Enryō”, Society for Cul-

tural Interaction in East Asia Application for Participation in the 5thAnnual Meeting （at City University of 
Hong Kong, May 9-12, 2013）

 Presenters:
  Rainer Schulzer （IRCP Visiting Researcher） “Comparative Ethics of Conscience in the Early Inoue Enryō”
  Wang Qing （CASS Institute of Philosophy） “Inoue Enryō and Chinese Modern Philosophy”
  Miura Setsuo （IRCP） “Inoue Enryō’s Lecture Tour in East Asia”
  Shirai Masato （IRCP） “Inoue Enryō’s Adoption of the Theory of Evolution and East Asian Elements”

2.   WEB International Conference “Dialogue concerning Philosophical Methods of Empiricist and Rationalist” （at 
Special Meeting Room, 7th floor, Building 8, Hakusan Campus, Toyo University, October 12 2013）

 Edouard Mehl （University of Strasboug） “Le problème de l’idéalité du monde extérieur”
 Helen Beebee （Manchester University） “Hume on inductive scepticism”
 Discussants:   Masaki Ichinose （University of Tokyo） 

Katsuzo Murakami （IRCP）
 Modelator: Ichiro Yamaguchi （Visiting Researcher）
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3.   Study Meeting and Field Work for Multicultural Coexistence in Iran （October 29-November 6 2013）
   Participants/Presentators of the Study Group Meeting of IRCP and Academy Science of Iran: “The Necessity 

of Coexistence of Thoughts between Iran and Japan” （5th Nov. 2013 in Academy Science of Iran）
   Ayatollah Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad, Dr. Reza Davari Ardakani, Dr. Abdolrahim Gavahi, Dr. Ghol-

amreza Avani, Dr. Miyamoto Hisayoshi （IRCP）, Dr. Nagai Shin （IRCP）, Dr. Horiuchi Toshio （IRCP, Research 
Associate）, Jun’ichi Ono （IRCP, Visiting Researcher）, Bahman Zakipour （Toyo University）

Publications
1. Journal of International Philosophy, extra  issue 3 《Towards a Philosophy of Co-existence: A Dialog with Is-

lam》（June, 2013）
 Contents
  Preface: Nagai Shin
  Abdolrahim Gavahi “Dialogue between Islam and Shintoism: Precursor of Cultural Understanding and Co-

operation”
  Mori Mizue “Motoori Norinaga's Criticism on ‘Han-yi （Chinese mind）” ［Japanese］
  Davood Feirahi “Shiite Contemporary Schools and the Relation between Different Religious Schools and 

Civilizations” ［Persian］
  Kuroda Toshio “Possiblity of Co-existence with Islam: From the point of View of comparison with Bud-

dhism” ［Japanese］
  Bijan Abdolkarimi “The Importance and Necessity of Comparative Philosophy”
  Kamada Shigeru “Co-existence with Others and Islam” ［Japanese］
  Hassan Seyedarab “Shohravardi and Corbin: Dialogue between Iran-Islam's Thought and Modern Philoso-

phy” ［Persian］
  Jun'ichi Ono “Shohravardi: Orient as Pure Phenomenon” ［Japanese］
  Bijan Abdolkarimi “Henry Corbin's Heideggerian Inspired Insights”
  Nagai Shin “Henry Corbin's Phenomenology” ［Japanese］

2. Journal of International Philosophy, No. 3 （March, 2014）

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 en-
lightenment 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 
perspective of philosophy in the early modernization of Japan and cast no small impact on the subsequent direc-
tion 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 inter-
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national 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］
 Chairman: Takemura Makio
 Vice Chairman: Miura Setsuo
   Executive Director: Murakami Katsuzo, Shoujiguchi Satoshi, Sagara Tsutomu, Kuroda Akinobu, Okuma Hiro-

kazu, Frederic Girard, Wu Zhen, Gereon Kopf, Ulrich Sieg, Rainer Schulzer

Research Activities
1. Study Meeting in the U.S.A. “Inoue Enryō and Intercultural Philosophy”（at the US-American Luther Col-

lege, May 24-26, 2013）
 May 24:
    Workshop I: on strategies to translate the work of Inoue Enryō into Spanish and German and to popularize 

it in the Spanish and German speaking world
    Workshop II: on strategies to translate the work of Inoue Enryō into English and to popularize it in the En-

glish speaking world
  Workshop Ⅲ What is Intercultural Philosophy?
  Gereon Kopf （IRCP Visiting Researcher） “The Project of Intercultural Philosophy”
  Rainer Schulzer （IRCP） “TheProject of Comparative Ethics”
 May 25:
  Symposium “The Philosophy of Inoue Enryō”
  Opening Speech: Sagara Tsutomu （IRCP）, Translator: Rainer Schulzer 
  Miura Setsuo （IRCP） “Inoue Enryō’s Mystery Studies”
  Gereon Kopf “The Ghost in the Gate of Philosophical Reason”
  Rainer Schulzer “Comparative Ethics of Conscience in the Early Inoue Enryō”
    Agustín Jacinto Zavala （El Colegio De Michoacan） “Re-educating the Nation: A Sketch of the Educational 

Ideals in Inoue Enryō and Nishida Kitarō”
    Michiko Yusa （Western Washington University）: “Philosophy, The Philosophy Society, The Philosophy 

Academy--Inoue Enryō’s Contribution to Modernizing Japanese Mentality from Within”
    Leah Kalmanson （Drake University） “The Temple of the Absolute: Inoue and the Ethics of Practicing the 

Impracticable”
    Scott Hurley （Luther College） “Tathāgatagarbha: doctrine or philosophy - a conversation between Yinshun 

and Inoue”
  Summary: Sagara Tsutomu
  Concluding Remarks: Miura Setsuo
2.   2nd Annual Meeting of  the International Association for Inoue Enryo Research （at the 125th Anniversary 

Hall, 7th floor, Building 8, Hakusan Campus, Toyo University, September 16, 2013）
 Opening Address: Takemura Makio
 Individual Presentations （Chairs: Iwai Shougo, Rainer Schulzer）:
  Torano Ryo （Toyo University） “What is the Popularization of Philosophy?”
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    Koda Retsu （Sagami Women’s University） “The Structure of the True Mystery （shinkai） in the Philosophy 
of Inoue Enryo”

    Agustín Jacinto Zavala（El Colegio de Michoacan） “Inoue Enryo’s Educational Ideals and Mexican Educa-
tion: Regional Differences and General Education”

    Hirata Toshihiro （Professor Emeritus at Yamagata University） “Inoue Enryo’s Transmodernism─Japanese 
Culture and Three Toudais─”

    William Bodiford （University of California, Los Angeles） “Inoue Enryo in Retirement: Philosophy as Spiritu-
al Cultivation”

 Special Lecture （Chairs: Iwai Shougo, Rainer Schulzer）:
    Lecturer: John C. Maraldo （Professor Emeritus at the University of North Florida） “Early Japanese Appro-

priation of Western Philosophy”
 Closing Address: Murakami Katsuzo （IRCP）
 Master of Ceremonies: Miura Setsuo

Issue
1. International Inoue Enryo Research, Vol. 2 （March, 2014）
 Editorial
  Rainer Schulzer “Inoue Enryo Research at Toyo University”
 Articles
  William M.Bodiford “Inoue Enryo in Retirement-Philosophy as Spiritual Cultivation”
  Frédéric Girard “Crisis and Revival of Meiji Buddhism”
  Agustín Jacinto Zavala “Inoue Enryo’s Regional Education and Mexican Education”
  Miura Setsuo “Inoue Enryo's Mystery Studies”
  Retsu Kōda “The Structure of the 《True Mystery》 in the Philosophy of Inoue Enryo”
 Translations
  Rainer Schulzer “The Founding Documents of Toyo University”
  Michiko Yusa “Inoue Enryo's 1887 Position Statement of Philosophical Studies in Japan”
 巻頭言
  ライナ・シュルツァ “Inoue Enryo Research at Toyo University”
 特別講演
  ジョン・マラルド「日本の近代初期における西洋哲学の摂取」
 投稿論文
  ウィリアム・ボディフォード「隠退した井上円了の精神修養する哲学」
  甲田烈「円了妖怪学における「真怪」の構造」
  寅野遼「哲学の通俗化とは何か」
  三浦節夫「井上円了の妖怪学」

Publication of research papers and other related academic activities

Books
Watanabe, Shougo “The Formation and Deployment of  the Prajnaparamitasutra” （in Japanese） （Wisdom, 

World, and Word: Mahayanasutras I, ［Series Mahayana Buddhism, Vol 4］, chap. 2, Shunjusha, May, 2013, pp. 
101-153）

Miura, Setsuo, Short History: Toyo University （in Japanese） （Revised edition, Toyo University, August, 2013, pp. 



362  Center News

1-307）
Takemura, Makio, The Heart of Mahayana Buddhism （in Japanese） （Daito Publishing Company, September, 

2013, pp. 7-269）
Tonaki, Yotetsu ［co-auteur］, Arrachement et évasion : Levinas et Arendt face à l’histoire （en français） （Vrin, 

octobre 2013, pp. 190）
Shimizu, Takashi, Michel Serres（In Japanese） （Hakusuisya, November, 2013, pp. 1-303）
Kikuchi, Noritaka, Le judaïsme, le christianisme et l’Islam （en japonais） （Librairie Chikuma, décembre 2013, pp. 

1-240）
Kikuchi, Noritaka, La sorcière, le balai et le chat noir （en japonais） （Librairie Kadokawa, février 2014, pp. 1-224）
Miura, Setsuo, Inoue Enryo’s Demonology （in Japanese） （Booklet of History of the Toyo University, Inoue En-

ryo Memorial Academic Center, March, 2013）
Watanabe, Shougo, Inoue Enryo’s Travel Record Around the World: A Travelling Founder （Overseas Edition） （in 

Japanese） （Booklet of History of the Toyo University, Inoue Enryo Memorial Academic Center, March, 2013）
Tonaki, Yotetsu ［co-auteur］, Le visage et son au-delà. Prismes de Totalité et infini d’Emmanuel Lévinas （in jap-

anese） （Chisen-shokan, 2014）

Research papers
Kikuchi, Noritaka, “Les religions de l’Asie orientale à l’époque de la contre-réforme” （en japonais） （Ishikawa, 

Fumiyasu, éd., Le savoir venu de l’Est, Librairie Meiji, pp. 145-164, mai, 2013）
Soda, Takehito, “Karl Barths Kritik an der Schweiz und seine Debatte über den Antikommunismus - ein As-

pekt der Aufarbeitung der Vergangenheit in der Schweiz in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts” 
（in Japanese） （Festschrift für das 70jährige Jubiläum von Prof. Kazuo Hosaka, Tokyo, Dogakusha-Verlag, pp. 
371-386, Mai 2013）

Yamaguchi, Masahiro, “Von der Denkweise der Hegelschen Philosophie─Reflexion, Anschauung, Spekulation─” 
（in Japanese） （Vortraege der Philosophie an der Toyo Universitaet, pp. 25-66, mai, 2013）

Seki, Yoko, “The technology in science and agriculture─from The Great East Japan Earthquake” （in Japanese） 
（Synthetic Anthropology, No. 7, pp. 24-29, June, 2013）

伊吹敦《蒙古统治下的禅宗（下之上） 要说・中国禅思想史36》（日语）（《禅文化》229，pp. 89-98，2013年 7 月）
Kikuchi, Noritaka, “À la recherche de  la vie d’autrefois à Yamakoshi” （en  japonais） （Kikuchi, Noritaka, éd., 

Vivre à Yamakoshi, Librairie Hakushindo, pp. 90-101, juillet, 2013）
Iwai, Shougo, “Concerning the Saddhā （Faith） of the Bodhisattva: Was the Buddha also a Disciple of Former 

Buddhas” （in Japanese） （The Journal of the Nippon Buddhist Research Association, Vol. 78, pp. 125-140, Au-
gust, 2013）

Ohno, Takeshi, “Sur le Rôle de la « Cause de Soi » dans l’Ontologie de Spinoza” （in Japanese） （Spinozana, vol. 
13, pp. 85-104, Aug. 2013）

Miura, Setsuo, “Database of Inoue Enryo’s Lecture Journey Around the Country” （in Japanese） （Annual Report 
of the International Inoue Enryo Center, Vol. 22, pp. 37-160, September, 2013）

伊吹敦《蒙古统治下的禅宗（下之下） 要说・中国禅思想史37》（日语）（《禅文化》230，pp. 62-69，2013年10月）
伊吹敦《日本古文献所見中国早期禅宗─以大安寺道璇所撰《集注梵网经》为中心》（汉语）（《世界汉学》12，pp. 

115-125，2013年12月）
伊吹敦《来日以前的鉴真是否知道圣德太子慧思后身说？》（日语）（《印度学佛教学研究》62卷 1 号，pp. 12-19，

2013年12月）
伊吹敦《明王朝的创业与禅宗（上） 要说・中国禅思想史39》（日语）（《禅文化》231，2014年 1 月）
伊吹敦《《异本上宫太子传》的编辑和流布》（日语）（《东洋学研究》51，2014年 3 月）
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伊吹敦《最澄的禅宗相承以及其意义》（日语）（大久保良峻編《天台宗探寻》法藏馆，2014年 3 月）
伊吹敦《圣德太子慧思后身说的形成》（日语）（《东洋思想文化》创刊号，2014年 3 月）
Ohno, Takeshi “Disputes théologiques et Raison” （in Japanese） （Hakusan Philosophie, Vol. 48 （No. 67）, March, 

2014）
Kikuchi, Noritaka, “La croyance à  la Notre Dame de Grâce et  son  iconographie à  la  fin du moyen âge en 

France” （en japonais） （Études sur la vie-dessin, mars 2014）
Sagara, Tsutomu “On Problem of “Reality” by early Japanese philosophy” （in Japanese） （Toyo University 

Asian Studies, No. 51, March, 2014）
Shirai, Masato, “Religion in a Godless Age: The Question of Religion in the Later Nishida” ［in Japanese and En-

glish］（Journal of International Philosophy, No. 3, March, 2014）
Seki, Yoko, “A study of  the conceptual  foundation of adaptive management based on ecology: Kumagusu Mi-

nakata’s protests against shrine consolidation” （in Japanese and English） （Journal of International Philosophy, 
No. 3, March, 2014）

Takenaka, Kurumi, “Hume on is and ought” （Bulletin of the Graduate School, Toyo University, vol. 50, March, 
2014）

Numata, Ichiro, “ṛṇādāna: ṛṇa-adāna or ṛṇa-ādāna” （in Japanese） （Bulletin of the Department of Eastern Philoso-
phy and Culture, vol. 1, March, 2014）

Hashimoto, Taigen, “The Life of Guru Arjan, the Compiler of Sikh Scripture: in the History and Traditions” （in 
Japanese） （Bulletin of the Department of Eastern Philosophy and Culture, vol. 1, March, 2014）

Miura, Setsuo, “Inoue Enryo’s Demonology” （in Japanese and English） （International Inoue Enryo Research, No. 
2, March, 2014）

Miyamoto, Hisayoshi, “The Māhātmya of Vaidyanātheśvara-jyotirliṅga: A Japanese Translation of Śivapurāṇa, 
Vol. 4, Ch. 28.” （in Japanese） （Bulletin of the Department of Eastern Philosophy and Culture, vol. 1, March, 
2014）

Yamaguchi, Shinobu, “A Japanese Translation of “Appearance of Ghuśmeśvara-jyotirliṅga” in Śivapurāṇa, Vol. 4, 
Koṭirudrasaṃhitā, Ch. 33” （in Japanese） （Bulletin of the Department of Eastern Philosophy and Culture, vol. 1, 
March, 2014）

Murakami, Katsuzo, “Pourquoi peut-on  traduire  la  langue radicalement différente?” （in Japanese） （Haku-
san-Tetsugaku, Vol. 48 （No. 67）, March, 2104）

Watanabe, Shougo “The Meaning of the Bodhisattva-yana （vehicle） in the Prajnaparamitasutra” （in Japanese） 
（Journal of Indian and Buddhist studies, Vol. 62. 2, March, 2014）

Tonaki, Yotetsu, “Banalité des catastrophes” （in Japanese） （La pensée contemporaine à l’époque mondialisée, 
Université Tokyo, 2014）

Translations

Yamaguchi Masahiro; G.W.F.Hegel, Wissenschaft der Logik, Wesenslehre （in Japanese） （Sakuhinnsha, May, 2013, 
pp. 1-262）

吉田公平・小路口聡［他共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注 其十四」（日语）（『東洋古典學研究』第35集、pp. 
143-164、2013年 5 月）

吉田公平・小路口聡［他共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注 其十五」（日语）（『東洋古典學研究』第36集、pp. 
147-178、2013年10月）

Tonaki, Yotetsu （co-traducteur）; Pierre Bouretz, Témoins du futur （in Japanese） （vol. 3, Misuzu-shobô, novem-
bre 2013, pp. 1-392）
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Yamaguchi, Masahiro; J.G.Fichte, Vorlesungen ueber Logikund Metaphysik （in Japanese） （Setsushobo, Novem-
ber, 2013, pp. 1-489）

Tonaki, Yotetsu （co-traducteur）; Emmanuel Le Roy Ladurie （éd.）, Annales 1929-2010. L’objet et la méthode 
de l’histoire （in Japanese） （vol. 3, Fujiwara-shoten, décembre 2013, pp. 1-528）

Yamaguchi, Masahiro; G.W.F.Hegel, Wissenschaft der Logik, Begriffslehre （in Japanese） （Sakuhinnsha, Decem-
ber, 2013, pp. 1-368）

坂井多穂子［共著］『詩僧皎然集研究』（日语）（汲古書院、2014年 1 月、pp. 116-130, 187-193）
Tonaki, Yotetsu （co-traducteur）; Jean-Pierre Dupuy, Le marque du sacré （in Japanese） （Ibunsha, janvier 2014）
吉田公平・小路口聡［共著］「王畿『龍渓王先生会語』訳注 其十六」（日语）（『白山中国学』通巻20号、pp. 29-

60、2014年 1 月）
Shirai, Masato; John C. Maraldo “The Meiji Introduction of Philosophy to Japan as the Learning of a Foreign 

Language” （in Japanese） （Journal of International Philosophy, No. 3, March, 2014）
Shirai, Masato; John C. Maraldo “Notes on the Early Appropriation of Japanese Philosophy” （in Japanese） （In-

ternational Inoue Enryo Research, No. 2, March, 2014）
Takenaka, Kurumi; A. C. MacIntyre, “Hume on “IS” and “OUGHT”” （in Japanese） （Journal of International 

Philosophy, No. 3, March, 2014）
Horiuchi, Toshio; Arjia Rinpoche, “Wisdom and Emptiness” （in Japanese） （Journal of International Philosophy, 

No. 3, March, 2013）
Horiuchi, Toshio; Abdolrahim Gavahi, “Cultural Coexistence: A Product of Cultural Understanding and Interac-

tion” （in Japanese） （Journal of International Philosophy, No. 3, March, 2013）
Misawa, Yuji, “Japanese Translation and Notes of Lakṣmītantra Chapter 2” （in Japanese） （Journal of Interna-

tional Philosophy, No. 3, March, 2013）

Literary Reviews and Others
Sagara, Tsutomu; Miyoko Koyanagi “Rätzel des Selbst  –Die Frage nach dem Selbst und Heideggers >Ere-

ignis<” （in Japanese） （JITSUZONSHISOU-RONSHU, Annals of Existential Thought, No. XXVIII （vol. 2 No. 
20）, pp. 205-208, June, 2013）

Shimizu, Takashi; Discussion （Chiba Masaya / Shimizu Takashi） “Aesthetics of the post-post modernism” （Re-
vue de la penseé d’aujourd’hui, Seidosya, vol. 42-1, pp. 22-36, January, 2014）

Watanabe Shougo “The Formation and Deployment of the Prajnaparamitahrdayasutra” （Daihorin 2014 Febu-
rary Issue, Daihorinkaku, January, 2014）

Horiuchi Toshio; “Coexistence in the Early Buddhist Scriptures: From Suttanipāta and Dhammapada” （in Japa-
nese） （Journal of International Philosophy, No. 3, March, 2013）

Research Activities

Presentations at Conferences and Symposiums
Tonaki, Yotetsu, “La portée des Carnets de captivité d’Emmanuel Levinas” （Le 6e conférence de la Société de la 

pensée juive de Kyoto, Université Doshisha, le 23 juin 2013）
Takemura, Makio, “Modern Society and the Mind of Practicing Philosophy” （Inaugural Symposium of the In-

oue-Enryo-Tetsugaku-Juku, Toyo University, June 29, 2013）
Seki, Yoko, “The Science Communication for Convivial Society─Considerations from wildlife management” （The 

Annual Conference 2013 of The Association for Kyosei Studies, Ibaraki University, July 6, 2013）
伊吹敦《戒律与禅宗─小乘戒与菩萨戒、城市佛教与山林佛教、国家与宗教─》（佛教戒律文献与传播历史国际研讨会，
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杭州永福寺，2013年 8 月21日）
伊吹敦《圣德太子慧思后身说的形成》（日本印度学佛教学会第64届学术大会，岛根县民会馆，2013年 8 月31日）
Numata, Ichiro, “Bailment in Dharmaśāstras” （The 64th Annual Academic Conference of the Japanese Associa-

tion of Indian and Buddhist Studies, Shimane Kenminkaikan, September 1, 2014）
Watanabe, Shougo, “The Meaning of Bodhisattva-yana （vehicle） of the Three Vehicles in the Prajnaparamita-

sutra” （The 64th Annual Academic Conference of the Japanese Association of Indian and Buddhist Studies, 
Shimane Kenminkaikan, September 1, 2013）

Ohno, Takeshi, “Cognition de Révélation dans Spinoza” （Association Japonaise d’Études Religieuses, Université 
Kokugakuin, Sept. 7, 2013） 

Horiuchi, Toshio, “Āgamas cited  in the Second Chapter of  the Vyākhyāyukti and Some Characteristics of Va-
subandhu and Guṇamati’s Interpretation of Them” （The 72nd Annual Academic Conference of the Japanese 
Association for Religious Studies）

Takemura, Makio, “The Concept of Kyosei and the Role of Buddhism” （Symposium about Kyosei Philosophy in 
Japan and Europe, Sophia University, Nov. 16, 2013）.

Seki, Yoko, “The Ecology that linked Europe to Japan─C. Darwin, Minakata Kumagusu, Imanishi Kinji” （The 
Symposium of European Institute Sophia University “The Thought of ‘Kyosei’ that linked Europe to Japan
─Considerations from Religion, Philosophy, Environmental Thought, Linguistics” Sophia University, Novem-
ber17, 2013）

Kikuchi, Noritaka, “Une liaison avec la nostalgie de nos jours passés” （la Conférance internationale des études 
sur le Yôkaï, Centre International des Études sur la Culture Japonaise, le 25 novembre, 2013）

Takenaka, Kurumi, “Why is “ought” derived from “is”” （The 92nd Kanto Branch Meeting, Japanese Society for 
British Philosophy, The University of Tokyo, Dec. 7. 2013）

Tonaki, Yotetsu, “La situation de  l’homme d’après  le 11 mars  : M. Heidegger, G. Anders,  J.-P. Dupuy et J.-
L. Nancy” （Le 14e colloque de la Société de philosophie et de pensée sociale de l’Université Hitotsbashi, le 7 
décembre 2013）

小路口聡「儒家倫理的現代意義──支撑共生社会的“關愛（care）倫理”」（國際學術研討會「跨文化視域之儒家倫
理研究：經典、制度與社會生活」、復旦大學、2013年12月22日）

Shirai, Masato, “Inoue Enryō’s attitude to evolutionary theory” （International Conference: Bounds of Ethics in a 
Globalized World, Christ University, January 8, 2014）

Other Study Meetings
Tonaki, Yotetsu, “Proposition” （La table ronde autour de l’exposition spéciale “Le 1er novembre 1755, le tremble-

ment de terre de Lisbonne : sa signification pour l’histoire des idées”, le Centre des documents classiques des 
sciences sociales à l’Université Hitotsubashi, le 26 octobre 2013）.

Research Activity
Hashimoto, Taigen, “Field Work on the temples relating the Śrī-Vaiṣṇava Sampradāya, mainly  located  in the 

State of Tami Nadu” （India: State of Tami Nadu, September 2-12, 2014）
野間信幸「訪問調査作家鍾理和故居及有関地方」（台湾（美濃・屏東廣興）、2013年 9 月 3 日～ 8 日）
Miura, Setsuo, “Inquiring Survey about Inoue Enryo and the Modernization of Korea” （Korea: Soeul, September 

7-12, 2013）
Numata, Ichiro, “Research for thanatology of Indian People”, India: Karnataka state, September 12-21, 2014）

Lectures
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Watanabe, Shougo, “The Spirit of Mahayana Buddhism and  the Prajnaparamitahrdayasutra” （Tokyo  inter-
national Buddhism school: Hongo, Young Buddhist Association of  the University of Tokyo Building, June 1, 
2013）

Takemura, Makio, “On the Personality and Thought of Inoue Enryo” （Public Lecture in Sapporo organized by 
Toyo University, Sapporo Convention Center, June 2, 2013）.

Takemura, Makio, “The Philosophy of the Japanese: From Kukai to Nishida Kitaro” （Special Lecture, University 
of Tsukuba, June 12, 2013）

Takemura, Makio, “On the Personality and Thought of Inoue Enryo” （45. General Meeting of Toyo University 
Hosui Association （Ibaraki Division）, Hotel Marroad Tsukuba, July 7, 2013）

Takemura, Makio, “Personality and Thought of Inoue Enryo” （Public Lecture in Koriyama organized by Toyo 
University, Big Palette Fukushima, July 28, 2013）.

Takemura, Makio, “Inoue Enryo’s Practical Philosophy” （Lecture at  the Inoue-Enryo-Tetsugaku-Juku, Toyo 
University, September 28, 2013）.

Takemura, Makio, “Personality and Thought of Inoue Enryo” （Cultural Lecture in Himeji organized by Toyo 
University, Civic Hall in Himeji, October 19, 2013）.

Miyamoto, Hisayoshi, “Hindu Sacred Place as Theme Park” （The 285th Extension Lecture of the Young Bud-
dhist Association of The University of Tokyo, Young Buddhist Association of The University of Tokyo Build-
ing, October 24, 2013）

伊吹敦《最澄的禅宗相承以及其意义》（韩国金刚大学校，2013年11月22日）
Watanabe, Shougo, “The World of the Prajnaparamitahrdayasutra” （hosted by Kawagoe Bukkyokai, Rensho-ji: 

Kawagoe-shi, December 7, 2013）
Soda, Takehito, “Über Werner Jaeger und seinen “Dritten Humanismus” –  im Hinblick auf sein Hauptwerk 
“Paideia”” （Gastvortrag am Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften der Philipps-Universität Mar-
burg, Januar, 2014）
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