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Ⅰ）間文化哲学の現在と未来

　「間文化的哲学」というトポス（論題）は、20 世紀、90 年代の初め頃から出現しはじめ、それ以来、方法論的お

よび体系的観点から、また歴史的意識および文化的根付き、および社会的、政治的論述の視点と積極的な受容に

あってたえざる発展を遂げている。確かに、これまで、長らく北アメリカ由来のいわゆる「比較研究」があって、

アングロサクソン系の刻印をもつ「ポスト植民地主義的研究」に続いて、「クロスカルチャル研究」のトポス（論

題）における「トランスカルチャル〔超文化的〕」な方向性と結びつくことで、アングロサクソン系の研究が相互

に関連しあっている。これらの議論をおざなりにするのではないが、やはり「間文化的哲学」という〔特有の〕ト

ポスを優先したいと思う。そしてそうするにはそれなりの十分な理由があるものと確信している。さて間文化哲学

の「現在」と「未来」はどこに位置するのだろうか。そのような未来はそもそもあるのだろうか。あるいは「間文

化哲学」は、たんに世界中で変化をみせ、ないし常々変化している状況に対する反射的反応として理解されるとす

べきなのだろうか。政治的、したがって社会政治的な現在の諸問題に眼差しを向けるだけで、明らかに次のような

結論を引き出す他にないようにも思える。つまり増加する難民の流れという現実問題は、文化的な原因によると言

われるより、むしろ経済的な問題や世界観の問題として意味づけられるのであり、もっぱら新たに先鋭になる戦闘

上の抗争について語られ、その文化的で生活世界的、及び宗教的背景は、政治権力的で戦略的現実に遮蔽されてい

るようにみえるのである。まさにここに反映しているのが、大学のポリシー上の実践において、大学の、言ってみ

れば学問的自己理解である。すなわちヴァーチャルな次元ではあっても、世界における順位をめぐるグローバルな

大学間の競争に方向づけられていて、そこではさまざまに調整されたカリキュラムが用立てられている。いわゆる

「客観化指数」がある種の「エバリュエーション中毒」としてしか説明しようのない価値評価対策とむすびついて、

新たな階級制を確立することになり、その結果はまさに、よかれと思って考えられた、かつて努力されたできるだ

け「平坦な階級制」を伴う民主主義化のプロセスに逆行することになってしまっているのである。「教養の形成」

とは、前もって決められた、大抵の場合、市場に方向づけられた社会的「発展プロセス」や将来の、いわゆる夢の

ための「訓練」に固定化されていっているのだ。このようなすべてのことが、─ さらにより多くの点をあげるこ

ともできよう ─ 私達の状況を私達の現在として規定しているのである。

　はたして、事態はこうでなければならないのだろうか。このように見做されなければならないのだろうか。もと

もと未来とは、何を意味するのだろうか。学問の未来や哲学の未来、それも間文化的哲学の未来とは何のことなの

だろう。こんなふうに言ってみると、この問いかけはこのままでは、それとして大きすぎるため、これをそのまま

私の主要なテーマにしようとも思わない。ここで前置きとして指摘しておきたいのは、（学問、哲学、間文化哲学

の）現在と未来についての問いに関して、ニーチェを味方につけて語ろうと思うことだ。ニーチェは、（未来に向

けて）手を伸ばすということは、過去に遡ることに相応して、その分だけ未来に手を伸ばすことである、と言って

いる。すなわち、歴史的な遡及が及ぶかぎりということであり、この遡及が実際に行なわれ、それをとおして、そ

の状況に連れ戻され、いわゆるその現状（Status quo）を初めてしっかり理解し、その意味連関から、また「その
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ようになったこと」から理解するのであり、それはそれによって、現状を超えて把握するために、言ってみれば本

当に新たな「把握」を「批判的意図」で遂行するのである。（周知のように、ニーチェは、記念碑的歴史と尚古的

歴史と批判的歴史を区別し、これを「歴史の芸術家的形態変様」へと導こうとする（1）。ただたんに未来を所持す

るのではなく、未来をここに向けて開こうとするのである。

　とはいっても、次の問いはいまだ触れられてはいない。元来、間文化的哲学は、哲学そのものにとって何をもた

らすのかという問いである。二度目の〔この問いに向けた〕眼差しにとって、〔上に述べたことで様々な〕境界を

たどることや境界を乗り越えることがなされているといえるのだが、─ この境界等についてここで詳細に語るこ

とはできない ─ すぐに明らかになるのは、間文化的思惟において問題になるのは、決してたんに内容的な相違、

いわば文化的なテーマに関係づけられた相違だけではなく、哲学することそのものの基礎と根本概念なのであり、

したがって、そのつど哲学において何が理解され、また理解されうるのか、ということであり、よくみると、どの

ように哲学することが生じているのかということなのである。その際、おそらくもっとも知的興奮を生じさせ、

もっとも達成困難といえる考える経験の一つであるのは、─ このような間文化哲学にたずさわる人々のあいだで、

一致しうる見解と思われるが、─ ヨーロッパ以外の思想や立場についての研究活動、すなわち現地で哲学研究す

る同僚（公的な機関に属するのであれ、属さないのであれ）との繋がりであり、また多くの場合、はじめは不慣れ

な哲学的構想を理解し、評価することができるようになるにつけても、ますますはっきりし始めてくることがあ

る。それは、これらすべてのことが、古典的な西洋に根ざす哲学の立場に、多大な遡及的影響を及ぼさずにはおか

ない、また及ぼすことができるということである。ここで問題になるのは、たんなる相対化なのではない、また当

然、普遍主義と個別主義ないし相対主義との論争や、あるいはグローバリズムと地域主義との論争をもう一度洗い

直すといったことなのではない。問題になるのは、むしろ、諸々の哲学を相互の対話にもたらし、相互に対置する

中でお互いの立場を明瞭にし、積極的にかかわりあい、相互に助成し合い、生産的になりうるということなのであ

る。このことは、哲学の根本概念と理論的前提にまで及ぶものである。したがって私は、ここでひるむことなく、

はじめに命題（命題１）を強く主張したい。すなわち、「哲学とは、社会政治的問題や難民問題等、他の外的な理

由によってだけではなく、間文化的にならねばならないのであり、哲学は、その内的な哲学的、したがって哲学す

ることの基盤にかかわる根本的理由によって間文化的になりゆくのである」という命題を掲げたい（2）。

Ⅱ）内的観点─外的観点

　私はまずここで、古来、語られてきている相違について述べてみたい。「哲学すること」という活動と「哲学に

ついて」語り、考えるということのあいだに明瞭になる相違についてである。この点に関し、「哲学一般」と「間

文化哲学」のあいだに違いはなく、また、どのような哲学、あるいは理論、古典的ヨーロッパ的、あるいはヨー

ロッパ以外の哲学や理論であれ、この相違に注意することで、哲学的自己究明の質的特徴が露にされるはずなので

ある。このことに関し、すくなくとも二つの視点を提示したい。

　真正な意味での哲学は、常に、事象へと、すなわち事象についての問いであるテーマの領野に踏み込むことであ

り、そこに入り込んで、内的な思惟の構築物、いわば議論の構築と思考の一貫性を追体験し、それらに結びついて

いる地平や枠組みを規定する条件や秩序の様式を明るみにだそうとする。それは、うまくいけば ─ 当の思惟の構

築物と同じ高さの目線で ─ それを批判的に考察しつつ、隠れたまた忘れられた、あるいは閉ざされてしまってい

る文脈や真理基準に関して、異議をとなえることができるようになるためである。この第一の原則は、当然のこと

とはいえるにしても、往々にして「初めから」無視され、飛び越されてしまっているのだ。というのも、人は往々

にして自分固有で、持ち前の考え方の地平と好みを、議論されている内実に当てはめようとするからである。その

とき人が獲得するのは、すでに手持ちの考えでしかなく、この閉じた円環に気づくことなく、思った通りだと自足

するのだ。これは一つの側面である。他の側面が示唆するのは、私たちがその内的観点だけを「真なるもの」とみ

なす（内向的観点）とき、私たちは、密かに歩み寄る絶対化の危険、すなわち強調に強調を重ね、傲慢になり、む

しろしっかり閉じこめられてありたいと望むといった危険に対して防御できなくなってしまうことである。（私た

ちアリストテレス学派、カント学派、ポスト構造主義学派、間文化哲学学派、といったモットーを掲げ、哲学的−
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学術的、あるいは、社会的、政治的等々、多岐にわたる哲学学会の設立）がみられるのである。したがって私たち

は、いつも「外からの観点」が必要であり、また活用しているのであり、それは、一つには内的観点そのものを把

握しうるためであり、またそのつどより拡張した地平を受け入れるためである。このより拡張した地平は、─ 哲

学が元来、希求するものである ─ 普遍的な意義や規定、妥当などを伴いつつ現れてくるのである。ここまでは、

それで良し、とすることができる。

　このときすぐに浮かんでくる問いは、私は「外に向かう」といっても、一体どこに、その通路をもっているの

か、という問いである。この通路というのは、実は、ある特定の〔自分の〕「内部」であって、（かつて）私が納得

し、明らかと思われたものであり、それが問題であると思われるのは、唯一、私にとって新たな、この旧来のもの

をしのぐ、少なくもの相対化させるに足る明晰さ、あるいは確信をもたらすときだけなのではないのだろうか。こ

うした関連性のなかで、私が「哲学することの再発見」を間文化的な挑戦に関係づけて語ろうとするのも、結局、

まさにこの問題領域で、ここで描かれた「内」と「外」の「二重構造」を改めて、より強力に前景に押し出したい

からだ、とする反論が可能である。したがって、─ この間文化的挑戦という観点から ─ この問題をしっかり自覚

して、あらゆる思考は、文化的、言語的、身体的、歴史的に深く「場所的」に根ざしていること、言い換えれば、

飛び越すべきでない「参加する側の観点」、すなわち生活世界的、文化−社会的、そして哲学的−学問的に構成さ

れている観点であることをしっかり自覚しておきたい。このことはしかし、「観察の観点」を犠牲にすることを意

味するのではない。そんなことはそもそもできないだけでなく、私たちは、いつもこの観点を受け入れているので

ある（たとえば、私たちのもつ人間学的な距離を取る能力、それによって可能となっている言語能力、あるいは、

カントのいう「すべての私の表象に伴っていることができるのでなければならない自我」といったように）。ただ

し、あらゆる観察の観点も、それが唯一そのような観点でありうるのは、─ どのように詳細に論述しようとも ─ 

その観点が事象的にみて、当の事柄に前もってどこかで〔みずから〕参加している、ないし参加していたからなの

である。そこからこそ、この観点は、それそのものの源泉として議論をすることが可能になるのである。簡潔にま

とめて言えば、この二つの観点のあいだに、すでに「あいだ〔間〕」が生きて活動しているのであり、このあいだ

は、この二つを相互に支え合っているのであり、一方が欠ければ、荘子のいう「井の中の蛙」の運命に陥いるので

ある。R.A. マルは、このことを「個別性の普遍化」の根本問題と診断していたのである。「蛙の観点が誤謬なので

はない。本当の誤謬は、限界づけられた見方の閉鎖性にある。」（3）私たちは、そこに立っているのでなければ、あ

そこに立っているのでもなく、また、「そのあいだ」に、椅子と椅子のあいだのように立っているのでもない。私

たちは、そのことをはっきり意識していようといまいと、いつもある立場に立っているのであり、そこから私たち

は、ものごとを理解し、議論しているのである。この立場は、簡単にそこから立ち去るわけにはいかず、それはま

さに、私たちが哲学の作業をとおして、その根拠と根底がまさしく私の立場を担う「氷山の一角」（E. ヘミング

ウェイ）であることが判明するのである。

Ⅲ）間文化的思惟ないし哲学は、方法論的及び体系的解明の作業、すなわちそれと結びつい 
　　ている「自己反省化」の作業を省こうとは思わないこと（命題２）

１．方法の意識　─　どうして現象学的なのか。
　フッサールの現象学の根本見解とは、私たちは、直ちに知覚を、いわゆるただ与えられているがままの現実と経

験をそのまま信じてしまう態度、すなわち「知覚の断定する」態度に、まんまと乗せられたままでいないために

は、「カッコづけ」を練習せねばならず、それによって、特有な主観の側と客観の側の相関関係についての見識を、

したがってそのつどの与えられている、そのありのままの仕組みを知得できるとすることである、とすれば、B．

ヴァルデンフェルスは、この洞察をより厳密に「プロセス」として規定し、「このプロセスにおいて事象の内実と

そこへの接近の仕方とが、相互に解消してしまうことなく交錯している」（4）と述べている。ということは、カン

トの超越論哲学的見解において、方法は同時に事象を意味するとされることが、真剣に受け止められるとともに、

その特有な方法と事象の問題系が明かにされ、さらに深められたことを意味するのである。「＜別様に知覚すると

は、他の物を知覚することだ＞と簡潔にレヴィナスにおいて語られている」（同上）。したがって、他者を問題にす
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るとき、人は他者経験の現象学を素通りすることはない。なぜなら「＜経験する＞とは、何かを遂行することでは

あるが、何かを作成することなのではない。（…）経験は、（経験主義と合理主義の）思惟に対して、プロセスを意

味しているのであり、このプロセスにおいて、意味が形成され、分節化され、このプロセスにおいて、物はその構

造と形態をもつのである。現象学は、M-メルロ＝ポンティの言うように、＜生まれるさなかの＞意味にかかわっ

ているのであり、できあがり済みの世界にそのまま与えられているものにかかわっているわけではない」（5）。方法

論的に調整された現象学の自己解明の作業、すなわちそこで理性そのものが主観（意識など）として、また客観

（世界など）として研究対象になっている作業を超えて（6）、「現象学は＜証示する思惟＞と性格づけられる思惟様

式と問いの様式として特徴づけられる。ということは、概念の解明や議論や体系性がどんなに重要な意義をもつと

しても、それらがこの領野を一面的に支配することはないのである。」（7）

２．方法論的解明による相互の「開き」
　この、その背後にたどることのできない接近の仕方と事象の内実との交錯は、接近の仕方にかかわるような、そ

のつど前もって決定してしまっていることに関係しており、それによって根本概念からして、それが前提にされて

しまっていることを予感させるのだ。このことに気づくこと、つまり方法論的基礎そのものをテーマにすること

は、大変重要なことである。さらにこのことは、ただ方法を手にして、─ 哲学的に見て理論的な根本的構想をも

つことを意味するが ─ 直ちにすべての価値づけから自由に考察できることを意味するのではなく、接近すること

と事象の内実を解明することをとおして、一度なされた決定に留まることなく、相互に要求し、挑戦しあうこと

で、ある出来事が生じるのであり、この出来事はまさに、批判と修正に対して開かれていることを証明しているの

である。

　少し強調して述べれば、それによって初めて何かが明らかになるといえるのである。つまり、ここで接近の仕方

と事象の内実が相互に開かれたものとして経験され、この経験から初めて確信や説得力といわれるものが生まれる

のだ。ここで開きと同時に「深化」というものも生まれる。それは二つの側が、相互に開かれるとき、共通してあ

るものが潜在的な深部の構造の、ある種の創造的な遡及的経験と遡及的把握を解放する限りにおいて深化が生じる

のである。この深部の構造は、文化的力と意味の源泉としての言語や芸術や宗教のように人間〔の生〕を担ってい

るのであり、ときとして人間にとって障害になったり、壁になったり、またそれによって征服されてしまったりす

るのである。担うものこそ、障害にもなりうるのであり、ここではまさに根底的な構成のプロセスが問題になって

いるのである。

３．哲学と文化性との交錯、あるいは普遍主義と相対主義ないし個別主義の彼方
　哲学と文化性の内的な交錯について、F．ヴィンマーは、「文化性のジレンマ」（8）について語る。つまり特有な

あり方で微妙な配置のされ方についてであり、この配置にしたがって、特定の文化的また哲学的論述には、つね

に、また本来、同時に、ある一般的に妥当する意義と表現力が住み着いている、ないしは内在しているということ

である。換言すると、あらゆる限界づけと限界性（言語的、論理的、等の限界と手段〔の限界〕）には ─ そもそ

も限界づけられていないものはありえないだろう ─ 普遍への眼差しが住まわっており、少なくとも隠れた傾向性

や普遍的なものや普遍性への追求が住まわっているのだ。ここから生じる問題を示唆する問いは、私たちはそのこ

とから、どのような種類の（記述的なあるいは規範的な次元であれ）ものであれ、〔結局〕相対主義で満足せねば

ならないのだろうか、という問いである。他の見方からすれば、相対主義的立場は、はじめから普遍性にとっての

構成的裏面として役立っているのではないのか、と問われることになる。他方、普遍主義的立場は、よくみると、

それ自身、相対的な、ないし個別的な接近の仕方の具象化、いわば予測として判明することにならないのか。その

さい行なうヴィンマーの提案は、傾向として本質主義的な特性をもつ多元中心的な並存（民族学的哲学）ではな

く、また単一中心的モデルでもないとしている。後者（古典的例として、西洋哲学の特権的とする自己理解）は、

次のことでもまた、（その自己限定において）特徴的であるといえる。すなわち単一中心的モデルは、その普遍性

をまさに、その非−文化性、─ 文化性とは、つねに、それに先行する純粋に形式的な思考と、それに相応する論

理にとっての経験的材料でしかないものであるとされ、─ を根拠にして獲得できると期待しているのである。簡
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潔にいえば、あらゆる選択は、もはやその議論上の説得力を欠いているように思えるのは、まさに間文化的思惟の

挑戦を真剣に受け止めるときであり、すなわち、もはや制御しがたいものとなっている「文化性のジレンマ」の前

に立つときである。私たちは、道を見いだす可能性を探らなければならなかったはずである。その道というのは、

そのつど、文化歴史的、および体系的見地からして、実りある討論が生じうるような道であり、その討論は、単独

の語りに代わり、対話的な語りと複数の語りへと入り込むのである。というのも、そこからして初めて、哲学的に

みて、哲学の、いってみれば「それぞれの」哲学のそのつどの文化的混合性や基礎づけが見て取れるようになるか

らである。

　一つの帰結として、「複数における普遍化」が語れるかもしれない。この考えは、普遍主義と相対主義の論争を

回避するという意味でしぶとい考えといえるかもしれない。あるいはこのような論争の彼方で作業するとも言え

る。というのも、そのつどあらゆる哲学は、いつもすでに文化に根づいており、屈服しており、浸透されているか

らである。この問題と積極的に向き合うのは、それにもかかわらず、間文化哲学の最も大きな挑戦の一つである。

より直接的にいえば、要求される対話の能力は、単純に与えられているわけではなく、対話がなされる中で作り上

げられてくるものである。すなわち、対話はたえず、対話そのものの条件をめぐって対話になるよう工夫している

のであり、その条件をとおして対話は、はじめて対話になるのである。ここからこそ、「複数の人々のあいだの対

話の能力」が発展するのであり、いわば、対話の複数性を実践する能力が生まれるのである。この能力とは、しか

し、調和のとれた、和気あいあいの様子をみせる、新たな統一の形式にもっていこうとすることではなく、非対称

的な、「自己」と「他者」とのあいだ、また「固有なもの」と「他なるもの」等のあいだに展開し、たえざる挑戦

と要求であり続ける心構えと配置である、ということが「分かって」いることなのである。

４．差異の範例（パラディグマ）
　間文化哲学にとって、差異のトポスは、大きな収穫を意味すると思える。とりわけ、差異が、幾重にも重ねられ

たタブロー〔完成作品〕においてせめぎ合い、細かな相違について詳細に議論される場合、大きな意義をもつ。こ

のことが明らかになるのは、方法と体系性を、与えられ方、ないし事態と現象とに分離することなく、哲学の挑戦

をそのまま受け止め、古典的な「差異」としての超越論的−形式的接近法と経験的−内容的接近方との手前で、ま

た規範的な妥当と記述的な記載という差異を設定する手前で、普遍主義と文脈主義、グローバル性と個別性といっ

た対立をもはや意味をなさない廃語とみなすときなのである。したがって私は「生産的な差異」について語ろうと

思う。この差異は、一方でさまざまに異なった領域ですでに支配的であり、他方で学問ないし哲学と生活世界ない

し文化世界とのあいだの間隙を克服するために登場しているのである。メルロ＝ポンティにそくせば、「底辺から

立ち上げる」思惟、ある種の、「トップダウン」に換わる「ボトムアップ」の思惟がふさわしいといえよう。この

トップダウンに見合うのは、「典型的な」西洋で習慣化されている「進歩の思考」であり、これは、すでにフッ

サールの危機の診断にあるように、「目に見えた表層的生」の場合であり、生活世界に根づいた「目に見えない深

層の生」の在処を知ろうとしないのである。「それゆえ、論理的難問や論争にのめりこみ、そこでおのれの学問性

を大いに誇ってみせるという誘惑が、このばあいほど大きなところもほかにないのだ。だがそうなれば、本来の研

究の期待である現象それ自体は、永久に視野から見失われてしまうことになろう。」（9）フッサールの「たんなる事

実学は、たんなる事実人間を作り上げる」（10）という言明は、今日でもその現実性を失っていないといえよう。

　おそらく、このような二つの《あれかこれか》という動向について語るべきではもはやないかもしれない。とい

うのも、この二つは相互に消耗しあい、条件づけあっており、だからこそ互いに限界を設けなければならなくなっ

ているからである。したがって私は、幾つかのいわゆるポスト構造主義的な端緒を古典的現象学的端緒と結びつけ

てみたいと思う。そのさい、前者における差異帰納的現象とそれとともに、「社会哲学的」、「政治的」重点のおか

れた論争を確保しておきたい。こうして、フーコーやドゥルーズ、デリダやレヴィナス、バトラーなどにそくし

て、権力の問いに関し、また暴力の問題等の視点が登場してくる。いわば問題含みの反逆的な現象が問題とされ、

それに対して人は自分の立場を明確にせねばならず、まさに、間文化的な哲学研究においてこそ、それらの問題の

前に立たねばならないのである。全体的にみて、ここでの試みは、「差異のトポス」を強調することにあり、その

上に「複数性」の新たな理解を展開しようとする。この新たな理解は、間文化的思惟という標語のもとに、既存の
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カテゴリーや根本概念、思惟様式を生産的な意味で突き動かすことができるのだ。先に述べられたように、次の命

題は、以前と変わらず現実的有効性をもつような、哲学そのものに向けられた挑戦にふさわしい命題であると思

う。すなわち哲学はたんに外的要因によって間文化的になるというのではなく、内的な哲学的根拠からして間文化

的になる（ないしならなければならない）とする命題である。まさにここにこそ ─ 確かに厳しい、傾斜の厳しい

命題ではあるが ─ 私たちが「哲学」のもとに理解しようとするものの未来の意味と動力が依存しているのである。

自己充足する、西洋的刻印を帯びた理性の批判者として、またそのような理性のその終末を予言した M.　フーコー

は、日本の禅寺に滞在したさい、次のように述べたといわれる。「もし哲学に未来があるとすれば、それはヨー

ロッパ以外から生じるに違いない。あるいは、その哲学は、ヨーロッパと非ヨーロッパとの出会いとその衝撃の結

果として生じるのでなければならない。」（11）

Ⅳ）間文化的重要性を見やった実践哲学の４つのレベル、ないし根本概念：寛容、敬意、 
　　承認、価値評価

　この章では、一種の「発生学」と「考古学」に関わることで、一方で体系的で思想史的な意義の観点から実践哲

学の４つの根本概念について、他方で、やはり間文化哲学に関した、社会的、文化的、政治的、したがって倫理的

関連について注意を向けてみたい。同時に、私はこの考察をある種の、思考文化のあいだの間−討議性と理解して

みようと思う。ここで、時間の都合上、厳密な意味で非ヨーロッパ的構想（概念）に遡及することができない。と

はいえ、これこそ、生産的であることから、その根本概念とその理解について、やはり間文化的観点から言及する

こととし、部分的に補足したり、相互に照らし合わせたり、また抗争させたりしてみたいと思う。

　寛容という概念によって、第一の重要な合理的な自己理解、すなわち間文化的に動機づけられた議論において、

今日まで適切な仕方で討論されてきている自己理解が、前面に押し出されてくる。とりわけロックとレッシングに

立ち戻ってみることで、寛容の掟は、当時、現実性をもつことになってきた宗教間の抗争が出発点になっているこ

とが分かる。この宗教間の抗争は、それぞれの宗教がそれぞれ真理であることを要求し、その宗教の優位性を争う

のであり、この抗争がすべての側に満足のいくような解決に至ることはできなかった。両者の提案は、諸宗教は、

そのすべての相違があったとしても、共通のものが挙げられるはずであり、まず第一に、最終的決断を下す個々の

個人を目指すべきであり、そこで個人は、「寛容の行使」という意味での寛容の掟を守るよう約束するというもの

であった。それによって同時に、とくにロックにおいては、個人がその法に基づいて「国家の枠組み」における原

理的構造（12）において登場できるのである。これと結びついているのが、他方、「積極的な寛容」についての洞察

であり、それは原理として相互に承認することへと移行していく。寛容は、他の立場をたんに受け入れ、我慢する

だけでなく、その概念にそくして、相互に行使し合う寛容を持ち合うように要求するのである。それはつまり、寛

容は、同じく寛容を行使する相手に対してのみ、遂行されうるし、されるべきであるということである。（現在の

政治的時事性を参照）。

　カントの超越論哲学にそくして行なわれた、敬意の概念の根拠づけにともない、この概念はその正当性の基盤へ

ともたらされた。それが実現したのは、この二つの法と道徳という異なった領域がそこにおいて相互の対応関係に

おいて働き合う限りにおいてであり、そこにおいて、人間がまさに、その「尊厳」における人間性そのものが現れ

てくるべきなのである。道徳的に導きだされた敬意の「感情」は、同時に、一般的に妥当する「倫理規則」への敬

意を意味しているが、一方で普遍的妥当の要求を内容とし、他方で、隣人と他者と他なるものとを含み入れている

ものをその内容としている。それと関連する形式的な原理構造に起因する、否定的な自由の「受動的習性」は、事

実上、実践的に支配している無関心という潜在的傾向性と正面から向きあっていることを認めているのであり、カ

ントは、ここに本質的危険性が働いていると見ている。「高慢さ」や「陰口」、「嘲り」や「横柄さ」などがはび

こっている。というのも、すでに「高慢さは、他の人から、その人がもつことを拒む敬意を要求する」（13）からで

ある。自由は「義務の原則」なしに存在しないのであり、先に示された「傾向性」においていかなるたんなる心理

学的な欠陥が述べられているのではないのであり、普遍的妥当を個別的なものへと〔引き入れ、〕絶対化する過ち

が問題になっているのである。しかし、─ ニーチェはこの問題に関して単なる批判を超えて介入している ─ 敬意
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の形式的原理は、内容は一貫していたとしても、容易に横転するのであり、しかも、もともと、いつも特定の内容

と出来事に関係づけられて経験するのである。横転するというのは、まさに、その反対である「軽蔑」への、すく

なくとも敬意をもたないとか、無関心性への横転がみられるのだ。

　ヘーゲルの弁証法的な思考様式とともに、承認の概念によって、一般と個別、したがって形式的なものと内容的

なものといった対立する形象についての作業が前面に出てくる。前期の「家族」から「国家」に至る「倫理性」を

めぐる『イエーナ体系構想』から、「自己意識」を調達し、構成するための具体的な作業と格闘が展開される『精

神現象学』への展開において、その取り組み方が明確に示されているのであり、それは、たんに形式と内容、理念

性と実在性とのあいだを媒介することを求めるだけでなく、妥当の審級が、その歴史的−体系的発生に向けて問い

ただされているのである。「自由」が要求するのは、形式的な自律原則の要請以上であり、自由は、内的及び外的

自由の具体的獲得と要求からのみ発動し、経験を重ねるのであり、それをとおして、間主観的、社会的、また社会

政治的次元がそれらの構成的条件形式に関して歴然としてくるのである（14）。（たとえばフーコーが、どの程度、

ヘーゲル及びカントから理解できるかと言う点に関して、評価を下すことができよう。）

　価値評価ということで、多くの観点からして、これまでのトポスの置かれた領域とは異なった領域を取り上げて

みたい。私がここで、パスカルとニーチェそしてシェーラーに遡及し、それらの構想の重要な端緒を現象学的に読

もうと試みるのは、次のことと類縁性をもつ。つまり、一つには、純粋に概念的な把握の限界に注意を向けること

と、他方で、現象の眼差しと態度について敏感になることであり、それらは、前もって前提にされている「現実」

から出発する、ないしそこに向けて到達しようとするのではなく、その現実を、最善でも、第一の入り口の段階と

して理解することである。この第一の段階は、この段階を条件づけ、構成している発展と展開の可能性に向けて露

呈するに値するといえるのである。確かに、「価値評価」は、概念的把握においては、すでに前もって述べられた

三つの根本概念において登場していて、このすべての４つのトポスは、討論において頻繁に類義的に、あるいは同

義に使用されてもいる。それでもなお、価値評価に固有であるのは、次のような契機である。それは、その潜在的

な、価値の生成と価値の一般化への注意を基にして、どのようにそもそもその「価値」に至るのか、どういった意

味で何かが価値をもつと見做されるのか、またなぜ誰かがそもそも価値評価される、ないしされうるのかというこ

とを示すことができる契機なのである。この現象の特性としてわずかなものを呈示することで十分だろう。まず必

要とされるのは、現実の、つまりたんに表象され、あるいは想像されるのではない現実の出会いであり、出会いの

出来事へと踏み込むことである。この出会いの出来事において、前もって巡り会ったことのない何かが経験にもた

らされるのである。出会いとはこの意味で、つねに相互の受容において生じるのであり、この受容は〔相手を〕招

待するのであり、何かに対して開き、導き入れ、それがうまくいくときは、相互に高め合うのである。対話の相手

同士は、積極的に語りかけられ、共鳴し合い、簡単に自分の自由になるまえもって携えてきたものではない何かに

反応し合うのである。人は理解するだけでなく、〔相手から〕理解されたことも感じる。それは初めはただなんと

なく、と言った場合であってもである。間文化的文脈において、とくに際立っているのが、受け入れられないこ

と、そして理解されないことの有様が、話しかけるものの側からすればすでに理解されていることへの的確な「対

応（リアクション）」として心に記録されるということ、すなわち、この話しかけられた人の対応の仕方が、話し

かけた人によって、受け入れがたいとする態度として、また、いまだ明らかとされていない、あるいは、いまだ十

分に明らかになっていないものとして解釈されるのである。

　こういったことは、間文化的出会いでは、まずもって当たり前のことであり、もともと「善意で行なわれ」、ふ

さわしい形で行なわれたとしてもそれは同じことである、といわれねばならないだろう。これに対して価値評価

は、相互に開き合うことでその「作業を行なっている」のであり、それによってただ他者が以前より良く理解され

るだけでなく、自分の方も、その人独自のそれまでの理解がより良く受け取られ、理解されることを経験するので

ある。この出会いは、同様に、また同時に、あるいは即座に、あの「出会いの出来事」のうちで活動的なのであ

り、各自がすでに自分自身で「ある」のであり、すなわちそこにおいて自分自身と途上にあるのであり、そこに留

まるのである。ここで個人的な、また社会的な、そして文化的な深層の構造が新たにそして別様に共鳴し合うこと

ができるのであり、他の答えと他の問いかけが可能になり、人は修正に対して開かれている自分を経験し、そうし

て初めて自分自身と出会い、しかもこれが同じ目線の高さで生じるのである。「すべて」は、いまだ発見と展開に
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もたらされるべきこととして経験されるのであり、ここにこそ、価値評価し、価値評価されるものが住まうのであ

る。どのように価値評価を強調しようとも、寛容と敬意と承認の妥当性はそのままに留まるのであり、問題となる

のは、どのようにこのすべての４つが流動的に滞りなく照応しあって、透明性が確保されているかということであ

る。価値評価する根本動機は、おそらく、ここですべてのなかで最も壊れやすく、最も置き去りにされやすいもの

であるが、まさに相互に開き合いつつ確認できることから、間文化的移行と出会いを人間的なものとして担うこと

のできるもののように思われる。

　「生産的な差異」のトポス〔論題〕に関して問題になったのは、お互いに深め合うことであり、いわば寛容の遂

行と、敬意をはらい、承認していることを分かってもらったり、価値評価を実践したりする「学習のプロセス」の

ことであった。それによって現在、興隆しつつある「感情や感覚など」に関する研究領域もまた受容されることに

なるといえる。間文化的研究プロジェクトの一つである「共感（Compassion）」が、日本とヨーロッパに比重が置

かれる形で、大橋良介教授と他の研究者達（私もここに属するが）によって現在、企画されている。

　根本概念の体系性と歴史的意識とのあいだの干渉と絡み合いにおいて私は、「経験し」、したがって「感覚する思

惟」の重要な礎石をみる。フッサールという源泉は歴然としている。この源泉は、フーコーやドゥルーズによる

「超越論的−経験的枠構造」を受け入れ、したがって《あれかこれか》の振り分けに、例えば合理主義に対する感

覚主義ないし経験主義といった対立にかかわることなく、他方でこの枠構造そのものにも囚われずに、─ フーコー

のエピステーメの概念はなお、それらの残余物をもっている（理性に対する記録といったような）ように思われ

る ─ これらの責任の所在を正す以前に作業をすすめるべきなのである。皆さんは驚かれたかもしれないが、まさ

にここにこそ、現象学的とポスト現象学的、そして間文化的という表明の違いをみているのである。

Ⅴ）結びにあたって

　私たちは、間文化的あるいは、超文化的に幾分か研究を重ねてきたという「特典」をもつとしても、このプロセ

スは、─ 意味があるのは、さまざまな道を経由したプロセスであるということだろう ─ 重要な問いと結びついて

いるのである。その問いとは、いずれにしても、現在、もっとも重要な問いと思われるものであり、とりわけ自己

反省にかかわる問いである。高くまた野心的でもある間文化的思惟とそして経験という要求に対して、その課題と

いうのは、いわゆるヨーロッパ以外の伝統や思惟の構造について研究するということだけなのではなく、如何にそ

の仕事が本質的であり、哲学自身にとって本質的であるかということが示されねばならないのである。

　ということは、これはまさに「挑戦」なのであって、この研究は、古典的な西洋哲学の思想家や哲学と同じ目線

の高さで進められなければならないのである。これは、大変、集中した仕事が必要とされ、たんに踏破すべき文献

からだけでなく、必要があれば、受容し、学習し、一般化するに足る異なった「主観の捉え方」、「態度」などを問

題にせねばならないという背景の前に立つということなのである。このことは、おそらく「新たなエピステーメに

かかわる謙虚さ」を要求するものであり、傾聴することを学び、受け入れることができ、それまでにそのようには

（理解）できていなかったことや、まったく（理解）できていなかったことを相手に与えさせることができると

いった謙虚さである。すなわち、これまでの議論の円環はここで閉じることになる。真性な哲学することは、哲学

「について語ること」でも、理論について、著者について、また事実について述べることでもない。このことを改

めて整理してみなければならない。これが意味するのは、問題の解決を取り揃えることではなく、一般に通用して

いる範例を、解決するに足る問題が存在するところに向けて後戻りさせることなのであり、えてして微妙な仕方

で、以後のものが以前のものに結びつく「循環論法」を想起させることであり、問われる当のものが、すでに問い

の中に前提にされていたり、また全体的に、「無限の進歩」といったものに向かってしまっている実態を明かにす

ることである。これらに対して、再度、私が「哲学することそのもの」の活動と結びつける思惟が求められるので

あり、それによって初めて、「思惟の空間」や思惟の建築物、思惟の風景、そして経験の空間などが開かれてくる

のである。これに対して、単なる知識は、それが如何に知性的で技巧的なものであろうとも本質的に貧しいものと

されねばならないのだ。
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日本における「哲学」受容と自然観の転換

相楽　　勉

序　西洋的自然観との対決としての日本哲学

　西洋において philosophy と呼ばれてきた知的営為が日本に最初に紹介されたのは、フランシスコ・ザビエルに

始まるキリスト教宣教師たちの布教活動においてであったが、本格的に受容されて日本文化の新たな展開に結び付

いたのはやはり明治期であろう。もちろん philosophy は明治期の文化形成の一端を担ったに過ぎないが、社会や

道徳に関する伝統的な価値観に再考を迫り、それまでの儒教や仏教の再評価を促すことによって明治期の文化に大

きな影響を与えたと考えられる。

　国際哲学研究センターの第一ユニットの活動は、この philosophy の受容と儒教や仏教の新たな展開や革新が明

治期の文化環境に与えた影響、そこに生じた新たな人間観、世界観を再評価することをめざすものだった。その際

繰り返し直面した問題は、長い時間をかけて培われ固有のものとなったものとは異質の価値観とどのように向き

合って自分たちの新たな時代の世界観を得るに至ったのかということだった。今回第一ユニットの活動を振り返っ

て総括するために、この文化変貌のかかえた大きな課題を見直すことから始めて、第一ユニットの今後の展開可能

性を見定めて行きたい。

　この問題を包括的に捉え返す手がかりとして、ここでは nature という西洋語が「自然」という漢語によって

「翻訳」され、それが定着するという出来事に着目してみたい。「自然」という語は、元々は漢語であり、日本にお

いても空海や親鸞による独自の解釈を通じて仏教用語として定着してきた言葉でもある。日常的には「おのずか

ら」と訓じられ、いわば副詞、形容詞として使われてきたこの言葉が、明治 30 年代までに西洋語 nature という名

詞の翻訳語として定着したこと、つまり「山川草木」「万物」「造化」など様々な訳が試みられた末に「自然」に定

着したことを、日本思想学者の相良亨は「日本思想史上の一つの出来事」と評する（1）。確かに nature の語源にあ

たるラテン語 natura には「生まれる（nascor）」という意味が含まれており、natura がその翻訳語と考えられた

ギリシア語 physis にも運動変化の原理を自らの内に持つ「おのずから（なるもの）」という意味はある。だがこれ

らの西洋語には、自然を生み出し形成する本体のようなものが常に考えられている点で、「おのずから」なるとい

う日本的な「自然」とは決定的に異なると相良は言う。

　あるいは、nature の理解という問題はすでに 16 世紀のキリスト教布教以来の問題だったのかもしれない。村上

陽一郎によれば、ザビエルらによる布教はいわば日本人の自然（nature）観を改めさせることから始まった（2）。

まもなく禁教令によって布教自体が日本史の表舞台から消えたために、この問題も沈静化した。とは言え、例えば

林道春（後の羅山）のキリシタン指導者ハビアンとの対論などに見られるように、西洋的自然観が問題になったこ

とはあった。彼ら儒学者たちにとってそれが受け入れがたかったからこそ、西洋的な自然観を「形而下」的なもの

と見なし、「形而上」のことに関しては「古聖賢の教」に従うというその後の精神文化が形成されたとも言えるの

である（3）。特に受け入れがたいのは、自然法則と人が従うべき「道理」が重ならないということであったよう

だ（4）。この「形而下」的な西洋の自然観に再び直面することになったのが、19 世紀後半における「哲学」受容に

おいてである。

　翻訳と文化の関係を一貫して論じてきた柳父章も、「自然」という翻訳語を巡る様々な混乱や、nature という西

欧的原語の意味と伝来の意味の「混在」や錯綜が明治時代以降の文化形成に及ぼした影響について語っている（5）。
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柳父によれば、自然という言葉が nature の翻訳語として用いられる分野には、法律、科学、文学の三つがあった。

「自然法（natural law）」という訳は明治 14 年まで遡ることができ（6）、「自然科学（natural science）」という訳語

は明治 31 年（1899 年）に登場すると言う。もちろん natural は名詞ではないが、明治 10 年代の流行語であった

「自然淘汰（natural selection）」なども考え合わせると、これら natural な事態をもたらすものがなければならぬ

と考えるところから、独立の存在としての nature すなわち「自然」が考えられたのではないかと柳父は推察す

る（7）。

　この問題をまさに西洋的自然観を培って来たとも言える philosophy の受容における問題として考えるのが本稿

の試みである。まず（1）西周が「儒学」に代わる「哲学」を考えた時に直面した自然観の問題を確認したうえで、

それに続く初期の日本哲学のうち、（2）井上哲次郎の「実在」問題のうちに含まれる自然観の考察を経て、（3）明

治期の終わりに公刊された西田幾多郎の『善の研究』において自然の問題がいかに総括され、それが以後の哲学の

展開にとってどのような意義を持ったかを考えてみよう。

１．西周の「哲学」受容における自然観の転換

　若き儒学徒であった西周は蕃書調所で出会いオランダ留学時に学んだ philosophy に開国後の新たな時代を生き

る人々を導く知的指針を見出した。彼の『百一新論』（1874 年）において、「哲学」は「百教一致」の方法、すな

わち「人ノ人タル道ヲ教フル」諸々の「教」（西はこれを moral に相当すると言う）を統一する方法として挙げら

れている。つまり、仏教や儒教などこれまでの様々な「教」に共通する本質を明らかにするのが「哲学」という方

法だと考えている。

　西は「教」の一致を考えるに先立って、「教」にかかわる「道理」の内に、「天然自然ノ理」である「物理」と、

「人間上バカリニ行ナハレル理」としての「心理」の区別を考える（8）。「物理」は人間の意のままにはならない

「ア、プリオリト云ッテ先天ノ理」、「心理」は人間の意のままになる「ア、ポステリオリト云ッテ後天ノ理」（9）と

言われていることに明らかなように、西は客観的自然の実証的理解も「教」に関わる「道理」の一部だと考えた。

　この区別を踏まえて、西は諸々の「教」の核心を取り出してそれらの一致点を見出すために「観行の二門」を分

けて論じることを提案する。「行門」とは「人ノ人タル道」の実践にかんする考察なのだろうが、それは人の「性

理」に基づくもので「物理」に基づくのではないが、その「性理」を客観的に考察する「観門」においては「物

理」を参考にすべきだ、なぜなら人間も「天地間ノ一物」、つまり自然的存在だからと言うのである。人間の「心

力」で「天然物理上の力」を変化させることはできないのである。そして、西は「観門」の考察を「行門」に生か

し、「天道人道」を解明して「教」の方法を確立するのが「哲学」なのだと結論付けたのである（10）。

　いわば人間の心から独立した「物理」を参照した「心理」の考察というこのような西の「哲学」理解は、コント

の実証主義の影響を感じさせるものではあるが、西洋的な「自然」の考え方を踏まえたものであり、自然科学の研

究を踏まえた人間論という新たな時代の学の出発点を示している。このような西の「哲学」理解は、その後の日本

における哲学受容における根本問題を先取りしたものである。

２．井上哲次郎の「現象即実在論」において考えられている自然

　西の『百一新論』が公刊された 3 年後の明治 10 年（1877 年）に東京大学の文学部が開設され、４年後の明治 14

年には「哲学科」が設置された。この最初期に学んでいた井上哲次郎、井上円了、三宅雄二郎、清沢満之などが官

学における最初期の哲学学徒であった。彼らが学んだ「哲学」は、主に東京大学が招聘したフェノロサをはじめと

する外国人教師たちに多くを負っていたが、彼らも西と同じく自らの出自にかかわる儒学や仏教を多分に意識して

哲学を試みており、各々の仕方で西洋的自然観を意識した人間論を試みているとも言える。

　井上哲次郎が「現象即実在論」と名付けた哲学的立場は、これら初期の哲学徒たちにも共有された自然への問い

を反映している。哲次郎はいわば、この問題を「実在」問題として考えたのである。彼の「実在（reality）」とは

単なる「物理」的現実性のことではない。むしろ具体的に観察され分析されうる「現象」の徹底的な考察を通じて



19国際哲学研究５号 2016

直観される「現象ノ裏面」であり「観念」なのである。

　哲次郎の「実在」への問いは、西洋近代の哲学概念との関連と共に、フェノロサたちが伝えたハーバート・スペ

ンサーの『第一原理』における「不可知者（the unknowable）」「不可知的実在（Unknown Reality）」との関連を

うかがわせる（11）。スペンサーは科学的認識が可能な「可知的世界」の背後に「不可知的実在」を想定し、その

「力」が可知的な現象を生み出すと考えた。スペンサーはいわば偶像崇拝的な神の表象を排し「力」のような概念

に純化することによって科学と宗教の統一を構想したのだが、哲次郎の「現象即実在論」の発想もこれに近いもの

と思われる。

　まず、哲次郎は「現象」に関する科学的研究の有効性を認める。その場合、「実在」とは諸現象の背後にそれら

諸現象をあらしめる法則性を見出していく探究の究極で直観される、その法則を持っている自然の直観的経験とで

もいうべきものである。ただし、科学が現象の分析だけを続け、さらに包括的な法則を見出そうとするだけなら

ば、自然の「実在」を直観することには無縁のままである。分析によって得られた現象の区別が「還没する所より

一転して実在の観念に到達する」（12）ことが肝心だと哲次郎は言うのであるが、その到達方法にかんしては、説明

も行き詰まりを見せている。哲次郎は「現象」の「差別的」分析を超える
0 0 0

「実在」の直観を求めるのだが、たとえ

ば「心的実在」の直観とは「心的現象」が「一時に消失して無差別に帰する」経験であり、それは「獨り静坐して

何等の事をも思惟せざる時」に起こりうるのだと言うにとどまる。あるいは後年「主観客観」の区別を生み出す

「活動 Thätigkeit」（13）を想定することによる説明も試みているが、決め手を欠いたままであった。それは nature

の分析と、人間自らの主体的経験との統一という難問として、後続の哲学徒に引き渡されたのである。

３．西田幾多郎の「純粋経験」論における「自然」

　西田幾多郎の『善の研究』は明治 44 年（1911 年）に刊行されたが、この頃には nature の翻訳語としての「自

然」もすでに定着していた。この著を西以来の「自然」問題への応答という点から読むと、「現象即実在論」を超

える新たな哲学の方向性が模索されていることに気づく。

　『善の研究』において、「自然」はまず第二編第八章のタイトルとして登場するが、この「自然」は次章「精神」

と対をなす限り、西洋的な自然 nature を意識したものであり、この章は西田の「自然」論と言える（14）。次に、第

三編第三章において「意識の自由」とは「自己の自然に従う」（p.153）ことだと述べられ、同章の終わりでは「意

識の根底たる理想的要素」は「自然の産物」ではないので「自然法則の支配は受けない」と言われている（p.154）。

この「自己の自然」は、人間における自然的本性 human nature という意味であろうが、「おのずから」という従

来の意味を引き継いでいるようにも思える。しかしながら、西田の内で nature としての「自然」を見る視点と、

伝来の「おのずから」視点がたんに両立していると理解することに留まるなら、西田の新たな「哲学」の核心を取

り逃がすことになる。

　「物理」としての自然の考察を参考にして「人ノ人タル道」を考察するという西以来の「哲学」的課題を西田が

どのように引き受けているかを、まず把握する必要がある。わかりやすい例として、第三編冒頭の「行為」と「意

志」の考察箇所を振り返る。「行為　上」と題された冒頭章では、まず心理学の考察を参照する。「行為」は「衝動

的感情」として現れる「動機」に「目的観念」が伴って「欲求」や「決意」という「意志」が生じることに基づく

とされる。また「意志」とは諸観念を統一する「統覚」の一種とされ、「聯想」「思惟」「想像」と区別される。だ

が西田はこれら区別を踏まえたうえで、それらが生じてくる経験の根本から見直すことに向かう。続く「行為　

下」においては、「意志」を「有機体の物質的作用より起こる者」（p.143）と考える科学的考察の前提
0 0

が問題にな

る。西田によれば、自然は「合目的なる者」であり、その中には「合目的力」が潜在するという見方と、物質は

「機械力」のみを持つという見方があるが、その根拠を突き詰めて行くと両者とも仮定であり、それはさらに単純

な法則によって説明可能になりうる。つまりは「真理は単に相対的である」（p.144）ということに帰着する。だが

西田はこのことを逆手にとって、分析より「綜合」を重んじる哲学の立場を表明する。西田は「意識が物体を作

る」（p.145）ということを仮定し、また「意志」をその「意識の最も深き統一力」と考える。すると「機械的運動」

や「生活現象の過程」、つまり「いわゆる自然」は意志の発現であり、「自己の意志を通して幽玄なる自然の真意義
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を捕捉することができる」（同上）と言うのである。

　この「行為　上下」は『善の研究』という著書の探究方法の核心を示している。この著は、井上哲次郎が解明半

ばに終わった「実在」への問いから始まるが、その問いの立て方が異なる。西田が議論の端緒とする「直接の知

識」ないし「直覚的経験」は、哲次郎の「現象」のように観察され分析されたことではなく、すでになんらかの

「実在」の直観のうちに立っているということだ。「直接の知識」とは「現前の意識現象とこれを意識するというこ

ととは直に同一」（p.66）ということである。ただし、西田の言う「意識」は周りを認識して言葉で応答できると

いう通常の意味よりかなり広い。「思慮分別」以前の「色を見、音を聞く刹那」の経験状態が「意識現象」なので

あって、その反省から「分析」が生じ、「綜合」に移行し、より高次の「実在」（reality）直観に展開すると考える

のである。

　それゆえ西田の「実在」論は「意識の体系」論として論じられ、その議論を終えたのちに、西田は改めて第一編

に当たる部分を書き、「現象即実在論」ではなく「純粋経験」を自らの立場として表明した。「純粋というのは、亳

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」（p.17）。そして、「意識の体系というのは凡ての有

機物のように、統一的或者が秩序的に分化発展し、その全体を実現するのである」（p.18）。

　このような西田の「純粋経験」の立場からすると、nature としての「自然」も当然ながら「直覚的経験の事実」

として捉え直される。先ほどの「行為」の分析が示すように、西田は自然科学自体を拒否することはないのだが、

同時にその有効性の範囲を限定する。第二編第八章では科学の「純機械的説明」において考えられる「純物質」が

「単に空間時間運動という如き純数量的性質のみを有する者」であり「全く抽象的概念」であって「直覚的事実」

ではないと言われている。後の「行為」分析によって示されることになる「意識が物体を作る」という仮定に基づ

くならば、自己の意志において見いだされる自然こそが「直覚的事実」であり、そこに機械的運動や自然法則を見

出すのは後からの分析ということになる。

　直覚的経験としての「自然」は、「一本の植物、一匹の動物もその発現する種々の形態変化および運動は、単に

無意義なる物質の結合および機械的運動ではなく、一々その全体と離すべからざる関係を持って居るので、つまり

一の統一的自己の発現と看做すべきものである」（p.113）と西田は述べている。

　結果的にみるなら、この時期の西田の自然観は「有機的自然観」に近いが、その後の西田の哲学は己の哲学的問

いの根本的前提である「意識」あるいは「自己」を繰り返し問いに付すことを通じて展開された。それを「自然」

観の展開と解することも可能だろう。

今後の展望

　西洋的「自然」観の理解をめぐる様々な試行錯誤にみられるように、新たな文化受容は従来の文化的価値観や思

想を根本的に見直すことを強いられる。またそれは個別分野ごとの考察だけではなく、それらの文化的運動全体と

の関連において見直される必要があろう。西洋文化とのかかわりを通して儒学や仏教といった伝統思想の被った変

化や展開、あるいは日本における哲学の展開を文学運動や芸術運動とのかかわりにおいて考察するという課題もあ

る。

　さらに、日本における哲学を含む文化受容が「翻訳」から始まり、それに重きを置いてきたことは実はかなり重

要だと思われる。翻訳とは必ずしも自国の文化的脈絡への我田引水的な読み替えではなく、自らとは異なる異質な

思考や感情と向き合うことによって、これまでの思想脈絡の見直しと新たなとらえ直しへと導かれうる営為でもあ

る。従来「翻訳に留まる」文化受容がネガティブな評価を受けてきたが、それを積極的に評価することを試みた

い。特に「日本哲学」の成立と展開にかかわる「翻訳」の意義を再検討することは大きな課題になりうると考えて

いる。

注
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世界哲学構築における＜イラン＞という視座 
（パースペクティヴ）

永井　　晋

序

　2015 年 9 月 11 日から 19 日まで、第 3 ユニット関連の 5 人で 2 回目のテヘランでのシンポジウムに行って参り

ました。その報告も交えてお話しいたします。

　われわれ第 3 ユニットの「イラン・プロジェクト」は、共生に基づく 22 世紀の世界哲学を構想するために「イ

ラン」という視座（パースペクティヴ）を取り、そこから、西洋中心の哲学を新たに組み替えようという問題意識

をもって活動を続けてきました。これまでに東洋大学で 2 回、テヘランのアカデミーサイエンスで 2 回のシンポジ

ウムを開き、このテーマのための基礎作りをしてきました（その成果は、「国際哲学研究」別冊 3 として刊行され

ています）。

　今日は、来る 4 年間に向かって、なぜ「イラン」なのか、それが「世界哲学の構築」にいかなる寄与をなし得る

のか、そこで考えられる「東洋哲学」とはいかなるものなのか、ということの一端を話したいと思います。

１．「世界哲学」における「イラン」という視座

⑴　「哲学の世界化」とは何か？：「一」の二義性
　22 世紀の世界哲学を構想するにあたって、＜イラン＞がいかなる意味を持つのか。それが以下の主題です。そ

れを考えるにあたって、まず、「哲学の世界化」もしくは「世界哲学」とはいかなるものでありうるのか、そもそ

も「世界」とは何か、を考えてみたいと思います。「世界（化）」というとき、まず第一に考えられるのは「一つ

の・グローバルな全体」ということでしょう。西洋や東洋、アフリカや南米、アメリカやイランといった区別のな

い、グローバルに妥当する哲学、ということでしょうか。しかしよく考えてみると、「一つ」ということはそのよ

うなグローバルな全体というだけではなく、もう一つ別の意味を持っているようです。それに応じて「世界哲学」

にも大きく分けて二つの方向性が考えられると思います。

①グローバルな全体としての「一」

　まず、「一」が「地平方向の拡張」と考えられる場合。あらゆる差異を飲み込んで広がってゆくいわゆる「グ

ローバリゼーション」です。その代表的なものが、世界全体を飲み込んで進みつつある金融資本主義の市場経済シ

ステム、それと連動した「民主主義」と称する消費政治システム、そして画一的な文化システムでしょう。誰し

も、最近とみに身近で実感されるようになってきたこの傾向に何らかの違和感と不安を感じているはずです。そこ

では一なるものが多様性を飲み込んで支配します。これは、哲学的には個別的な多様な伝統を越えた「普遍的」な

哲学として、もっぱら英語で行われる英米系の分析哲学などに代表されるでしょう。

　今やこの統一化・全体化・グローバリゼーションの動きを止めるものは何もないように思われます。それに対抗

する勢力はさしあたり（別の「一」を主張する）中国とイスラームでしょうが、イスラームに関して言えば、この

抵抗は多くの場合テロの形を取らざるを得ません。そのために、イスラームは、欧米から世界に拡散するメディア
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において、非道で暴力的な対抗勢力の代表と見なされることが多い（とりわけ「イスラーム国（ISIL）」）わけで

す。実際、イランに関して言うなら、後で詳しく見るように、イラン・イスラーム革命はこの対グローバル化の理

念の下に起こされたわけであり、民主主義の敵として欧米では今でももっぱらマイナスのイメージで見られていま

す。先日、パリで友人の哲学者に会ったとき、この人は大変優秀な人なのですが、イランに行った話をしたとこ

ろ、彼の地では相変わらず原理主義者たちによる抑圧的な神政政治が行われており、民衆には自由もなく、女性た

ちはスカーフの着用を義務づけられて抑圧された（スカーフ問題はフランスで常に物議を醸しています）、暗い社

会のイメージを持っているのです。私が「イランの社会は実質的には西洋近代社会とたいして変わらず、人々は日

本やフランスよりずっと明るく幸せそうだ」というと、そのような明るい面だけを見せられて騙されているのだ、

というのです。しかしこれは誤りです。この点は後でお話しします。少なくとも、イラン革命は単純な伝統回帰で

はありません。

②「差異の反復」としての「一」

　もうひとつの「一」のあり方は、一が垂直方向に、すなわちラディカルな個体化、というよりも特異化の原理と

して考えられる場合です。ここでは、「特異性としての一」が、グローバルな一に包摂されるのではなく、そこか

ら逃れて「唯一の一」になる出来事こそが「真の一」です。仏教の（空を表す）表現を使って言い換えれば、華厳

の「一即多」というときの＜即＞の働きです。これは地平方向のグローバリゼーションとはその身分を全く異にす

る、というより正反対に働きます。グローバルな一が、諸伝統の差異を無くしてゆく平板化としての一であるのに

対し、「差異の反復」としての一は、逆に諸伝統をその固有性において垂直に掘り下げることによって、それぞれ

を「唯一の伝統それ自体」へと取り戻し（イスラームで言う「タウヒード」）、さらにそれら比較を絶した、通訳不

可能な伝統同士を、非地平的な何らかの仕方で「結びつけ」（レヴィナスの他者との対面を参照）、そこに別種の

「普遍性」を形成する（イスラームの「ウンマ」）ことを意味しています。

　われわれが理解する限りでの＜イラン＞という視座（パースペクティヴ）は、取りも直さず、これら二つの「一」

の考え方のうち、第二の方向性を意味しています。イランという視座を取ることによって、グローバルを免れる

（「中間界的な」）「一即多」構造による「東洋哲学＝比較哲学」が可能になるのではないか、というのがわれわれの

基本的な考えです。しかしここで言う＜イラン＞は、先にグローバリゼーションへの対抗勢力として触れた歴史

的・地理的な国家もしくは共同体としての「イラン」のことではありません。そこで、「イラン」という言葉の意

味を明確化しておかねばなりません。

⑵　イランの二義性：「中間界」としての＜イラン＞
　イランは二重の意味で「中間の世界」です。

①地理的・歴史的な意味

　イランは地理的に、垂直（南北方向）に見れば西洋（ギリシャ）と東洋の間にあり、水平（東西方向）に見れば

インドとアラブの中間に位置します。また、現代イランを代表する思想化の一人であるダリューシュ・シャエガン

さんによれば、イランの精神的使命は、「イランがイスラームを導入することによって我が物としたアブラハムの

伝統（一神教）と、記憶の遙か彼方に由来するゾロアスター教の伝統を結びつけること」にあります。それに加え

て、プラトン、アリストテレスのギリシャ哲学の伝統、さらにはエジプト起源のヘルメス主義の伝統などがそれに

合流します。イラン人は多かれ少なかれこのような意識（自分たちが諸文化の交錯点であり、中心だ、という矜

持）を持っているようですが、哲学的文脈でイランの「中間的な性質」を強調したコルバンの影響のもとに、シャ

エガンさんなどはイランとは「混血の」「分裂的な」社会だとし、そこに新たな可能性を見いだしています。実際、

あらゆる文明が多かれ少なかれ雑種なわけですが、イランには特にその意識が強いようです。
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②「精神的／神秘主義的／存在論的」な意味

　これは、歴史的な概念ではなく、「超歴史的」なものであり、哲学的・神秘主義的なレベルでの「中間界（もし

くは想像界）」です。フランスのイスラーム学者であり哲学者であるアンリ・コルバンが、イランの神秘主義的哲

学者スフラワルディーの「照明哲学（東洋哲学）」から定式化したものです。それは、西洋哲学やイスラームの公

教的神学によって抽象的に分離された（表象された＝偶像化された）一（神・存在）と多（被造物・存在者）の中

間の世界であり、「創造的想像力」によって根源的（元型的・象徴的）イマージュとして現れる神の顕現（テオ

ファニー）の世界です。人間の認識能力としての知性と感性は、一と多を綜合して外的「世界」を表象しますが─

これがグローバルな「一なる世界」、いわば「擬似的な一」を意味します─、この「中間界」は、それに先立って、

「真に一なる」実在 = 神そのものが、自らの内部で、その内部に入った神秘主義者の創造的想像力を通して─それ

を鏡として、そこに映されて─多様化して現れたもの（神顕・テオファニー）であり、言わば「一」の内在平面と

しての「世界」です。この世界は、一なる神の内部として、未だに物質性の重み（無から創造されたもの）を持た

ず、まずは透明な光の世界としてイメージされます。神は唯一の「光の光」としてイメージされ、それが無数の光

線として放射され、凝縮されて多様化し、それらの光線同士が軽やかに、無礙に交錯し合って様々な像を結ぶので

す。この「一即多」が中間界のあり方です。それはプラトンのイデアの世界がイスラームの神の一性の内部で潜在

性として動的に捉え直されたものですが、スフラワルディーではさらに、この透明な光の戯れがゾロアスター教の

イマージュ化の伝統と習合されて「天使（学）」として現れます。井筒俊彦によれば、同じ構造が別の伝統、例え

ば華厳における一即多構造につながっていきます。この、連想的に「つながっていく」というのが「東洋哲学」の

方法論として重要です。つまり、これらは同じ潜在性の別の実現なのです。

　そして、この天使のイマージュの中間世界こそが、表象的地平において一者がそれと分離された多様性を暴力的

に統一するという第一の意味での「グローバリゼーション」を偶像・仮象として解体し、多そのものをその実在＝

絶対の特異性（潜在性）において救い出す、「真の一」のフィールド（一の内在平面）となります。

　さて、このいわば「精神的イラン」─井筒俊彦はこれを「東洋」と呼びます─こそが、われわれの主題とする世

界、「真の一」の世界です。そこでこそ、多様な諸伝統がその多様性を失うことなく互いに無礙に結びつきあうこ

とが可能になります。それは実質的に或る種の元型的「比較哲学」になりますが、それは具体的には二重の哲学的

操作を要求します。

①	 この世界は、まだいかなる物質性ももたない純粋なイマージュ（現象性）の世界ですから、学問的には現象学

の対象領域となります。「東洋哲学＝比較哲学」のフィールドをまず開くのは、還元の遂行によって世界を物

質界からイデア＝天使界に移行・変容させる（言い換えれば歴史的「イラン」を超歴史的＜イラン＞に還元す

る）現象学の役割です。

②	 さらに、それは解釈学を要求します。というのは、この比較哲学の大きな部分はテクスト解釈の作業だからで

す。イスラームの伝統では、この「精神的イラン」の中間界は、天使という現象として現れると同時に文字テ

クスト（クルアーン）として現れます。したがって中間界の探索（「東洋哲学」）は、天使の現象性を通して

「現れと隠れの現象学」として行われると共に、「ザーヒル（現れた・顕教的意味）」の背後に「バーティン

（隠れた・秘教的意味）」を読み取ってゆく解釈学（ターウィル）として遂行されます。

２．伝統と近代（モダン）─アリー・シャリーアティーの思想─

⑴　伝統と近代
　以上が、超歴史・超地理的な意味での＜イラン＞が提供する新たな「比較哲学＝東洋哲学」のパースペクティヴ

の概要ですが、われわれのもう一つの主題は、現代イランにおける哲学の現状です。世界哲学を語るとき、これま

での西洋哲学にもいわゆる東洋哲学にも入ってこなかった「イラン」という国が─先のものとは異なるより経験的

な、字義的な意味で─ひとつの視座を与えてくれるだろうからです。

　前回のテヘランでのシンポジウムでは、イラン・アカデミーサイエンスのダーワリ所長から、イランにおける近
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代以降の西洋哲学の導入が極めて遅かったこと─つまりイスラームの伝統の強さ─の説明がなされましたが、今回

のイラン訪問では、多くのイランの若手知識人（哲学者、社会学者などの大学教授）との対話において、「伝統と

モダン」という、日本ではもはやあまり聞かなくなった言葉を何度も聞く機会がありました。これは単に、近代化

が日本のように進んでいないことから来るものではありません。そうではなく、日本に比べて伝統の存在、伝統と

近代の緊張関係が極めて強固であり、それが今でも続いているためです。とりわけイラン革命は、まさしく西洋型

近代のただ中での伝統イスラームの回帰として、イランの思想界に大きな問いをつきつけました。イラン革命後

36 年たった今も、イスラーム体制が続いている限り、この問いのアクチュアリティは変わっていません。革命に

よって突きつけられた、「伝統と近代をいかに調和させるか」というこのリアルな問題が彼らの根本的な問題意識

の中に根強くあるわけです。彼らに、日本において伝統思想もしくは哲学が「革命」（明治維新）に際してどのよ

うな役割を果たしたのかを何度も聞かれましたが、とりわけ彼らの関心は、「日本の近代化は思想的に導かれたの

か、あるいは現実の政治／経済的な変化が逆に思想を導いたのか」ということでした。日本の明治維新と異なり、

イラン革命はまさしくイデオロギー、思想の革命だったからです。つまり、イラン・イスラーム革命とは、外部か

らそう見られてきたように、単に、イスラーム原理主義者による西洋型近代から中世イスラームの宗教への暴力的

な回帰（神政政治）では必ずしもなかったということです─もちろんそういう面もありますが─。この点はもちろ

ん極めて錯綜しており、簡単に判断できるものではありませんが、単純な「宗教改革」と暴力的な「神政政治」

─確かにそういう面もあり、欧米、そしてそれを主な情報源とする日本では未だにこのイメージがつきまとってい

ますが─では必ずしもなく、西洋近代に対する十分な知識とそれに対するイスラームの側からの真摯な思想的対決

があって初めて民衆がそれに従った面があるということです。それは明らかに、直接的には堕落したパーレビ体制

への民衆の怒りの反逆ですが、同時にその背後にある西洋近代という「グローバルな一」（さらにはイスラーム原

理主義の暴力的「一＝全体性」）に対する反逆でした。そしてそれはまた、「イスラーム的な一＝神」の名の下にな

されたのです。この点がわれわれにとって興味深いところであり、本論の１．の議論にもつながるところです。

　このような革命のイデオロギー、思想の核心になったのが、アリー・シャリーアティー（1933-1977）という思

想家です。彼は今でもイランで最も尊敬を集める思想家であり、哲学や思想とは関係のない一般の人々が彼の著作

を揃えて読んでいるとか、イランの各都市に「シャリーアティー通り」があるとかいったことから、彼の人気の高

さが分かります。われわれ第 3 ユニットのイラン・プロジェクト（イラン・イスラームとの対話）では、彼の息子

さんであるエフサン・シャリーアティー氏（彼は父と同じくパリで勉強した哲学者で、テヘラン大学教授でした）

とも連携しており、昨年は彼に東洋大学でのシンポジウムに参加してもらいました。今回はテヘランで彼の母の家

に呼ばれ、彼の父シャリーアティーの功績について話を聞きました。

　以下、彼の思想について、井筒俊彦のお弟子さんである黒田壽郎先生の解説を参照して少し話したいと思いま

す。（シャリーアティーに関する本は、櫻井秀子先生の訳された『イスラーム再構築の思想』（大村書店、1997 年）

があるのみであり、黒田先生がこれに解説を付けておられます）。

⑵　シャリーアティーの思想
　アリー・シャリーアティーは 1933 年生まれ、フランスで勉強し、1964 年に帰国してイスラームの側から西洋

（直接的には当時のパーレビ体制）批判を行って反体制運動のリーダーになるのですが、すぐに投獄されています。

1967 年から、今回われわれが訪ねたマシュハド─彼の故郷でもあります─のマシュハド大学でイスラーム史を教

えますが、1971 年に解任され、その後はテヘランで民衆に対して改革を求める講演活動を続けて 1973 年に再び投

獄、1 年半後に釈放されますが、1977 年に亡命先のイギリスで怪死を遂げています。暗殺であろうと言われていま

す（櫻井秀子による解説）。

　彼の思想は、端的に言うと、パーレビ体制の背後にある西洋モダンを、イスラームを新たな視点から読み直すこ

とによって批判し、イスラーム的な意味での「民主主義（平等思想）」に基づいた新たなイスラーム社会を作ろう

というものです。つまり、単に過去のイスラームを現代に回帰させて西洋に対立させ、これを批判したのではな

く、西洋を批判するために伝統イスラームを新たに読み替え、因習的なイスラームをも徹底的に批判・革新した、

という点が重要なのです。イランで「シャリーアティーはイスラーム復古主義だろう」と言うと、そうではなくイ
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スラーム革新主義だと何度も言い返されました。では彼のイスラームの読み替えとはいかなるものか、ここでは黒

田壽郎先生の解説に沿ってお話しします。

　一言で言うと、シャリーアティーの功績は、イスラームの中心である「タウヒード（神の唯一性）」に新たな解

釈を施し、それに基づいて「ウンマ（共同体）」の理解を革新したこと、そしてそれに基づいて、西洋近代でも中

世イスラームでもない、新たな、真に民主的な社会を構想した、というものです。

　まず「タウヒード」ですが、これは伝統的に「唯一の神からすべてのものが生じた」、「すべてのものを一に帰し

て解釈する」（黒田）もので、いわゆる「存在一性論」に他なりません。これはイスラームの根底にある考えであ

り、多くの場合形而上学的・理論的に理解されています。例えば井筒俊彦の仕事（『イスラーム哲学の原像』）に

よって知られるようになったイブン = アラビーの「存在一性論」などです。シャリーアティーの功績は、現実か

ら遊離して形而上学的議論に終始していたこの「タウヒード」理解を、イラン革命前夜のイラン社会の現実に結び

つけて実践的な理論として解釈し直したこと、そしてそれをウンマ＝共同体論に結びつけたことにあります（一般

にシャリーアティーによるイスラームの新解釈とは、「現実から遊離した形而上学的思弁的な解釈」から、「現実の

中で働き、現実を変えうる原理」へと読み替えることです）。

　シャリーアティーの解釈では、「タウヒード」の意味する「一性」とは、形而上学的思弁の主題ではなく、あら

ゆる二元性（「シルク」＝精神と物質、現象と実態、現世と来世など）の元にあり、すべてのものがその現れ、「徴

（アーヤ）」であるようなものであり、それによってあらゆるものが同等・平等（一）であるような一性です。

　この「タウヒード」の解釈は、黒田先生によれば、あらゆる被造物に関して、①等位性、②差異性、③関係性、

という三つの特性を与えます。

　①唯一の神から生じたゆえに、すべてのものは等位である。

　②すべてのものは相互に絶対的な差異を持つ。同一のものは決してない。

　③すべてのものは相互に関係を持っており、他から切り離されたものは存在しない。

　この前提のもとで、すべてのものは②絶対の差異をもちつつ、①平等なものとして、③互いに結びつき、真に民

主的な民衆のウンマ＝共同体を形成します。そして、この新たなウンマ理解からするシャリーアティーの腐敗した

パーレビ体制への批判は、「支配的政治権力・経済的権力・それらと結びついた聖職者層」という、三位一体と

なって展開する抑圧的な権力としての「一」に、真に「神の代理人」たる民衆が取って代わるべきだ、というもの

です。

　このようなシャリーアティーのイスラーム（神の一性）の新解釈が、本論の１．で論じた、スフラワルディーの

照明哲学に基づいた「一即多」と同型であることが分かると思います。相互に平等な絶対の差異が、その特異性の

ままに関係を持つこと、それこそが真の「一」に他ならないのです。

　このような「一」の見方、「差異の反復」を原理として、それによって開かれる現象学的・解釈学的空間におい

て「比較哲学」を行うことが、さしあたりわれわれの考える、＜イラン＞を視座とした新たな「東洋哲学」の構想

なのです。
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楠本碩水の『朱王合編』について
─並木栗水と楠本碩水─

申　緒璐
翻訳：早坂　俊廣

　16 世紀末から 17 世紀にかけて、藤原惺窩や山崎闇斎といった学者たちの熱心な宣揚により、朱子学は江戸時代

の正統思想となった。江戸寛政 2 年（1790）、幕府は異学の禁令を頒布し、日本の最高学府である昌平坂学問所が、

朱子学以外の学説を討論することを禁止したことで、朱子学の独尊的な地位は絶頂に達した。時を同じくして、陽

明学が日本に伝来し、民間において流行した。特に幕末期には、陽明学の思想がますます隆盛を極め、官営学府に

おいても佐藤一斎のような学者が出現し、陽明学を大いに提唱するに至った。注目すべきは、幕末の学者が陽明心

学を信奉する時に、決して朱子学を否定しないという点であり、このことは、理学と心学が合流する思想傾向を表

している。日本近代の九州儒学の重要人物である楠本碩水 1 が編纂した『朱王合編』は、このような思想観念を存

分に展開したものである。『朱王合編』2 は四巻からなり、理学と心学における工
じっせん

夫の異同について幕末の学者が

討論した漢文の書簡を収録している。そこでは、朱陸論争に関わる問題について、深く踏み込んだ議論が行われて

いる。本論は、このような文献について紹介を行うとともに、その中に反映されている理学の問題に対して分析を

行うものである。

１、「知先行后」と「知行合一」

　前半の三巻の内容が陽明心学を主とするのとは異なり、『朱王合編』巻四は一転して朱子学の観念を強調する。

一般的には、陽明学思想は、幕末期の倒幕運動に積極的な影響を与え、明治になると、今度は日本の近代化に対し

て多くの陽明学者が重要な作用を発揮した、と考えられている。巻四に収録されている楠本端山・楠本碩水兄弟お

よび並木栗水・佐久間象山といった人々の書簡は、朱子学の立場に立つ儒者が当時の社会思潮に対して抱いていた

焦慮の念や、朱子学の正統的な地位を改めて確立したいという願望が反映されている。

　万延元年（1860）正月、28 歳の楠本碩水は、熊本の学者である月田蒙齋（名は強、字は伯恕、通称は右門、

1807-1866）に宛てた書簡のなかで、当時の心学者の品格と行為に対する不滿を既に漏らしていた。碩水は、以下

のように言う。

	 　孚
わたくし

嘉（楠本碩水）は、東游して以来、儒学で名の知れていると世間で言われている方をいろいろと見てまい

りましたが、おおむね記
ことばづらだけ

誦詞章の徒に過ぎず、道学をもって自ら任ずる者には会えませんでした。その躬行践

履の実態に至っては、下劣ででたらめなことだらけの者までおりました。そこで、古の君子は知と行とが一致

しており、知が極まれば行もまた極まるのだと思い至りました。最近の儒者は、どうしてここまで知と行とが

背いてしまっているのでしょうか。つらつら考えまして、その学術に間違いが必ずあるからだということに始

めて気づきました。つまり、学術がひとたび間違ってしまいますと、知識が明確で見聞が広かったとしても、

道に達することは望むべくもないのです。（孚嘉東游以來、歴観世所謂以儒名家者、大抵不過記誦詞章之徒、

難以道學自居者。至其躬行踐履之實、則或有卑鄙乖廖不可勝言者。因謂古之君子知行一致、知之所至行亦至。

今之儒者、何故知行相背至於如此。反復考之、始知其學術必有所誤也。蓋学術一誤、則雖知識明、見聞博、然

ワークショップ「江戸期における漢学者たちの人間観の特色─中国との比較─」

第１ユニット：日本哲学の再構築に向けた基盤的研究
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達道則遠矣。）

碩水は、月田蒙齋に向かって、東游の見聞を述べている。当時の儒学者のなかで、記誦詞章の人は言うまでもない

が、いわゆる践履の士も、その品格が儒者の身分と符合しなかった。碩水のいう「躬行践履」の士とは、明らか

に、活発に活動していた心学の士人を指している。碩水は、これらの人々が、知と行とが一致せず、説くところの

道理と行うところの行為とがはっきりと背いてしまっていることを、とりたてて批判した。知と行とが一つでない

原因は、その学術に間違いがあることによる。

	 　最近の儒者には、高遠な境地に馳せ参じて日常卑近なところをないがしろにする者や、博雅な境地に熱心に

なるあまり順序を失ってしまう者がいます。学術が明らかでなく、知と行とが背いてしまっているのも、無理

はありません。もし学術が明らかであるのならば、日常卑近な行住坐卧から、遠大な「天地位し、万物育す」

ところまで、その努力実践には必ず順序次第があって、混乱するはずがないのです。（今之儒者、或馳高遠而

略卑近、或務博雅而失循序、宜乎學術不明而知行相背也。苟学術明焉、則自行住坐卧卑且小者、至天地位萬物

育遠且大者、其用功必有次第階級而不可亂矣。）

ここで碩水は、学術の鍵は「必ず順序次第があって、混乱するはずがない」という点にあることを提示している。

学問の工
じっせん

夫は、近くから遠くへ、順序に従って段々と進み、「下学して上達」するものであって始めて、日常のふ

るまいから天下の統治に至る行為において知行の一致を実現することができると、碩水は主張する。碩水の、順序

次第や「下学上達」を強調する思想は、明らかに程朱理学の基本的立場である。これに対し、当時の心学活動家が

巻き起こしている種種の問題は、知行の先後順序を知らない点にこそあると、碩水は考えた。

	 　知ってから後に行うのでして、知らずに行える者などおりません。ですから、知が先に在り、行が後に在る

のです。姚
おうようめい

江のいわゆる「知行合一」のようなことではありません。……知が極まっているのに行がそこに追

いつかないという人はいます。譬えるならば、目は十步先を見ているのに、足は必ず第一歩から進み出すよう

なものです。……最近の儒者で知と行とが背いてしまっている者がいるのは、知見が真か真でないのかの問題

ではなく、学術が明らかか明らかでないかの問題に他なりません。（知而後行、未有不知而能行者、故知在先

而行在後、非如姚江所谓知行合一也。……有知能至而行未遽及者、譬之目在十步外、而足必自一步進。……今

之儒者知行相背者、不在知見之真不真、而在學術之明不明而已矣。）

ここに至って、碩水は自己の観点を明確にした。当時の学者が知行不一致なのは、陽明の「知行合一」を鼓吹し

て、朱子の「知先行後」を知らないところに原因があった。このため、これらの人々は、持っている観点に正確な

ところがあるのだけれども、その行為が当を失して背いてしまい、順序に従って行うということを知らないのであ

る。碩水が例を挙げているように、たとえば十歩前の場所を既に見ていたとしても、やはり一歩一歩歩みを進める

必要があり、一気に片を付けるというわけにはいかないのである。

　以上の観点を、碩水は、親友の小笠原敬斎にも伝えた。碩水は敬斎のことを「爲
ひととなり

人は敬邁特達にして、程朱を確

守す」と評価していたけれども、碩水が列挙した同時代人の病弊に対して、敬斎は「真に知れば必ず実行する。実

行が追いついていないのは、知が明らかでないからに他ならない（真知必實行、行之不至、便由知之不明）」と主

張した。実際、陽明は、自己の「知行合一」思想を表明した時に、まさしくこの観点を提示した。明らかに、小笠

原敬斎はこの場面で、あのような心学活動家は、行為が下品ででたらめなだけでなく、その知るところ見るところ

もまた真の知ではないと非難しようとしている。しかし、碩水は「知と行とは、譬えるなら渓流を隔てて山を見る

ようなものです。足はまだ山に至ってはいませんが、見ているもの［山］は実体のないものではありません。山に

至ることができないとすれば、それは、道筋を知らないからに過ぎません（知行譬猶隔溪而見山、雖足未至山、然

其見者非虚見也。其不能至者、是由不知其路徑耳。）」と考えた。同時代人の病弊は、知の問題ではなく、行の問題

なのである。
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　知行の問題において、碩水は「能知（知ることができる）」と「能行（行うことができる）」とを区別した。心学

家の見解には正確な内容もあるので、「能知」であると言うことができる。しかし、「能知」は決して「能行」とイ

コールではない。そうであるにもかかわらず、同時代人たちは却って陽明心学の「知行合一」をスローガンにし、

「真に知」れば「実に行う」ことができると考えて、行う方法が順序に従って段々と進むべきものであることが分

かっておらず、そのため多くの病弊が出現してしまうのである、と碩水は考えた。このことから、碩水が、同時代

人の「知」の正確さを認めていたけれども、その「行」の方法を否定していたことが分かる。まさにこれは、「能

知」と「能行」とが、「知の方法」と「行の方法」とがイコールなのではないとする立場に基づいて、碩水が陽明

の「知行合一」のスローガンに批判を加えたものなのである。

　月田蒙齋の返信のなかに、特別に「批答」という一文が附されており、そこでは、楠本碩水の問題提起に対する

応答がなされている。蒙齋は碩水の観点に賛成するだけでなく、さらに陽明の「知行合一」の観点に対する批判が

特になされている。蒙齋は冒頭で、江戸時代初期の朱子学者である山崎闇斎の「＜徳性を尊ぶ＞ことと＜問学に道
よ

る＞ことは、鳥の両翼、車の両輪のようなもの（尊性問學二者、猶鳥兩翼車兩輪）」という観点を掲げ、どちらも

欠くことができず、「徳性を尊ぶ」と「問学に道
よ

る」とを貫通するのが「存養」の工
じっせん

夫であるとした。このほか、

「真知必實行」「知行合一」という心学の観点に対して、蒙齋は、自身の批評を提示した。

	 　「真に知れば必ず実に行う」、この言葉には問題があるように思われます。何故ならば、知が真であって後に

行うことができるからです。そうであるのに、「必ず実に行う」と言うのは、「知行合一」の意味ではないで

しょうか。そもそも学びを通して［あることを］知っているけれども、行いがそれに追いついてないというこ

とは、「知る者は仁を利とす」［『論語』里仁篇］というレベル以下の人なら誰もがあてはまります。ですから、

夫子は「知がそこに到達していても、仁がそれを固守できなければ、一時的にそれを手に入れても、必ず失っ

てしまうだろう」［『論語』衛霊公篇］と言ったのです。そもそも「知がそこに到達している」と言うわけです

から、「知がまだ真でない」とは言えません。「仁がそれを固守できなければ、失ってしまう」のですから、

「必ず実に行う」と言うことはできません。「仁がそれを固守できない」からといって、それを知の罪だとする

ことはできません。『中庸』には「知」「仁」「勇」の三達徳が述べられていますが、「知」一つで「仁」「勇」

の二つを兼ねることができるとでもいうのでしょうか。ましてや、「徳性を尊ぶ」工夫や「浩然の気を養う」

技術は、その成否を「知」一つにゆだねることができるとでもいうのでしょうか。（真知必實行、此言似有病、

何則知已真而後能行也。然曰必實行、無乃知行合一之意乎。夫學已知而行未至、知者利仁以下皆然。故子曰、

知及之、仁不能守之。雖得之、必失之。夫人已曰知及之、是不可曰知未真。而仁不能守之	3、則失之也、然則

不可谓必實行。復仁不能守之者、未可歸罪於知也。中庸知仁勇三達德、以一知能兼得仁勇二者哉。况尊德性之

功夫、養浩然之氣術、責功於一知而可乎。）

蒙齋の考えによれば、孔子の「知及之、仁不能守之」という言葉は、特に初学の段階について述べたものであり、

完全に知行合一であると見なすことはできない。「知及之」とは「すでに知っている」ことを表している。「仁不能

守之」とは、個人の行為が「すでに知っている」そのレベルに到達できない場合があることを孔子も認めていたこ

とを表している。このほか、『中庸』にいう「知」「仁」「勇」の三達徳が、三つの異なる方面の道徳目標と功
じっせん

夫修

養とが存在することを表していると、蒙齋は考えた。そのため、単に知の功夫だけで仁と勇の二方面の修養を覆い

尽くすこともまた不可能なことであった。

　このような観点に基づき、蒙齋は、『論語』子罕篇の「顔淵喟
き ぜ ん

然として歎じて曰く、之を仰げば彌
いよいよ

々高く、之を

鑽
き

れば彌々堅し。之を瞻
み

るに前に在り、忽焉として後に在り。夫子は循循然として善く人を誘
いざな

ふ。我を博
ひろ

むるに文

を以てし、我を約するに禮を以てす。罷
や

めんと欲すれども能わず。既に吾が才を竭
つ

くす。立つ所有りて卓
たく

爾
じ

たるが

如し。之に從わんと欲すと雖も、由
よし

末
な

き也
の み

已」という章における顔子の感歎が、まさしく顔子が「知已至、而行未

至［十分に知っているけれども、行いが追いついていない］」「雖欲從之、末由也已［着いていきたいけれども、そ

の術がない］」ことを表している、と指摘した。

　蒙斎はまた程伊川の「至りを知っているならば至るべきであり、終わりを知っているならば終わるべきである。
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知ることを基本としなければならない（知至則當至之、知終則當遂終之、須以知爲本）」4 という文章を引用して

いる。原文のなかで程伊川は、「至りを知ることは知を致すであり、＜博く学び、明らかに弁じ、審らかに問い、

慎んで思う＞とは、全て知を致し至りを知ることであり、＜篤く行う＞とは、終えることである。＜條理を始め、

條理を終える＞という言葉などは、その條理を始めるが故に條理を終えることができるのであり、＜至りを知るこ

とが、とりもなおさず終えることができること＞というような意味である（知至是致知、博學明辨審問慎思皆致知

知至之事、篤行便是終之。如始條理終條理、因其始條理、故能終條理、猶知至即能終之。）」と述べている。伊川

は、知と行とは異なるものであり、行は知を前提にすべきであるが、「知れば必ず行うことができる」ということ

は決して無いということを強調した。「始條理」「終條理」とは、『孟子』万章下篇「始條理者、智之事也。終條理

者、聖之事也」から来ている。この語に対して蒙斎は特別に解釈を加え、「始條理者、智之事也」とは「致知」に

他ならず、「終條理者、聖之事也」とは行のことに他ならず、「終わるところを知ったのならば、努め進んで終えよ

（既知所終、則力進終之）」とした。孟子の説く「智之事」と「聖之事」の相違により、蒙斎は再び知と行の相違お

よびその先後の順序を強調したのである。

　最後に、月田蒙斎は楠本碩水の「渓流を隔てて山を見る」という譬喩を批判した。碩水は、同時代人たちはすで

に山を見ているけれども、山に至る道筋を知らない、つまり行の方法を知らないと考えた。これに対し、蒙齋は、

「いわゆる＜知る＞とは、経路や距離も含めて知っていることです。……山峰をはるか遠くに望み見るばかりで、

そこに至る経路を知らないのであれば、知見を有しているとは、とても言えません（所謂知、並其徑路遠近而知之

也。……乃遥遥望山峰而未知路蹊所由、則不可謂有所見也。）」と指摘した。蒙齋は、行の方法を知らないというこ

とも「不知」なのであり、真の見識があるのではない、と考えたのである。総じて、楠本碩水と同様に、月田蒙齋

も、知と行とはイコールではなく、知が行の基礎であり、順序に従って段々と進むべきとする工夫論の思想を同じ

く強調した。心学思想に対する両者の批判は、主に心学の「知行合一」という観点に対するものであり、孔孟の材

料に基づいて知と行との相違を指摘した。批判の際に、蒙斎と碩水は、単純に先人の観点を反復したわけではな

く、「能知」は「能行」とイコールではない、「知及之、仁不能守之」などといった方面から、独自の議論を提出し

た。

２、並木栗水と楠本碩水の朱陸観

　楠本碩水は東游の過程で、幕末期の一部の心学活動家に「下劣ででたらめなことだらけ」で、知と行とが一致し

ない病弊が存在していることに気づいた。しかし、一般的には、倒幕運動と明治初期の改革過程のなかで、心学家

は巨大な作用を発揮したと考えられている。明治維新から 20 年近くが経ち、54 歳の楠本碩水の、社会に対する見

方および心学に対する批判には、若いころの鋭気がすでに失われていた。碩水より四歳年長の並木栗水は、依然と

して朱子学の立場に立ち、心学に対して鋭い批判を展開していた。

　「與東澤瀉書」のなかで、並木栗水は、自らが尊崇する「聖學之要」を提示し、「程朱の説は中正純粋で、本体と

作用とを兼ね備えています。聖人が再び現れても、必ず彼らの言葉に従うでしょう（以爲程朱之説、中正純粹、體

用該備、本末具舉。聖人復興、必從其言）」と語った。明治以降の社会と学風に対し、栗水は、人々が有用の学を

好み、伝統的な理学が日を追って衰微していることを嘆いた。

	 　そもそも近世において斯学は衰退し、学者はみな、六経四書を無用で迂遠なものと見なし、歴史詞章を有用

で優れたものと考えるようになりました。聖賢君子たらんことを望むことなく、英雄豪傑と為ることを願うよ

うになってしまいました。このため、人心は壊乱し、風俗は頽廃しています。邪でゆがんだ学説が、さらにそ

の風潮に便乗しています。そうでありながら、天下に堕落しない者がいるならば、何とも幸運なことであると

言えましょう。（抑近世斯學陵夷、學者皆以六經四書爲無用迂闊、以歴史詞章爲有用達才。不庶幾爲聖賢君子、

願欲爲英雄豪傑、是以人心壞亂、風俗頽靡。邪詖之説、又從乘之。然而天下不敗亂者、幸也。）

栗水は、幕末以来、六経四書を基礎とした心性学説である理学は、もはや世間の人々から重視されなくなってし
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まったと指摘する。社会の人々は、歴史・詞章を重視する者や英雄豪傑になって功業を成し遂げんとする者ばかり

である。「仁義を迂闊で無用なものと見なし、功利を政治に有用なものと見なす（以仁義爲迂闊無用、以功利爲経

濟有用）」、「毎日『左伝』『国語』『史記』『漢書』の類いを読誦し、英雄豪傑の活躍を喜んで口にする（日誦左國史

漢之書、喜談英雄豪傑之利）」、「経義を修める者は、高遠に過ぎる場合は陸王の頓悟に流れ、卑俗に過ぎる場合は

漢唐の訓詁に流れる（其修經義者、高則陸王之頓悟、卑則漢唐之訓詁）」、栗水は、まさにこの社会の風気が「人心

壞亂、風俗頽靡」をもたらしたと考えた。その濫觴について、栗水は指摘する。

	 　私の考えでは、近世の学風が一変したのは、その淵源が頼山陽にあり、藤田東湖・佐久間象山・藤森弘庵と

いった連中がそれを鼓舞したのです。彼らはみないわゆる豪傑の士ですから、その流弊は国内を風靡し、その

災禍は激烈を極めています。象山の学問は陸氏を祖述するものです。陸王の学はしばしば功利に流れますが、

熊沢蕃山や大塩中斎はこの類いです。

	 　そもそも、程子は蘇東坡に対して、朱子は陸象山・陳龍川に対して非難しましたが、それは末流の弊害を考

慮したからです。程朱は純正でありますので、その学を奉ずる人はだいたい謹厳整粛な人士です。蘇・陸・陳

の学問は雑駁なものですから、その教えを奉ずる人は磊落不羈な人士が多いのです。俗士はこういう人を喜び

ますが、こういう人は法規を破り乱しがちです。謹厳整粛な人は、俗士に忌み嫌われますが、義に安んじ礼に

従う人ばかりです。

	 　（僕竊謂近世學風之一變、其源出於山陽賴氏、而藤田東湖、佐久間象山、藤森弘庵之徒鼓舞之。彼皆所謂豪

傑之士也、故其流弊風靡於海内、其禍最烈也。象山之學、祖述陸氏。陸王之學、往往流爲功利、如熊沢蕃山、

大塩中齋皆是也。

	 　夫程子於蘇東坡、朱子之於陸象山陳龍川、毎排抑之、蓋慮其末流之弊也。程朱純正也、故奉其學者、往往謹

嚴整肅之士也。蘇陸陳之學偏駁也、故奉其教者、多磊落不羈之士、俗士喜之、然或違法亂紀。嚴整肅之士、俗

士忌之、然必安義循禮。）

栗水は始めに、以下のように指摘している。日本の学風が改変した発端は頼山陽（名は襄、字は子成、号は山陽、

1781-1832）であり，その後、藤田東湖（名は彪、字は斌郷、号は東湖、1806-1855）、佐久間象山（名は国忠・啓、

字は子迪・子明、号は象山、1811-1864）、藤森弘庵（名は大雅、字は淳風、号は天山・如不及斎等、1799-1862）等

の人々がさらに一歩進めて心学を鼓吹し、心学の風勢が一気に盛んになったのである。以上の人々はみな、幕末期

の、いわゆる「豪傑之士」として有名な活動家であり、彼らの影響を受けて、心学思想の影響はますます盛行し

た。栗水は次いで、佐久間象山の思想が陸象山から来ており、陸象山と王陽明の心学思想はしばしば功利思想に流

れたので、熊沢蕃山（名は伯継、字は了介、号は蕃山、又は息游軒、1619-1691）、大塩中斎（名は正高・後素、字

は子起、通称平八郎、号は中斎、1793-1837）たちの弊害は全て心学に由来する、と指摘した。

　まさしく心学の流弊がきわめて深いために、程伊川が蘇東坡に対して、朱子が陸象山・陳龍川たちに対して行っ

たように、全力で批判を行う必要があることを強調した。純正な程朱学は、謹厳整粛なものであり、普通の人間に

喜ばれないのが常である。対照的に、蘇氏の詞章、陸王学の磊落不羈は、極めて容易に人心を籠絡するものであ

る。しかし、程朱学は謹厳整粛であるけれども、義に安んじ礼に従うものである。陸王学は磊落不羈であるけれど

も、法を破り風紀を乱すことが多い。先に楠本碩水が同時代人における知行の不一致の多さを指摘していたが、そ

の背後の原因はおおむね栗水の言う通りであろう。

　東沢瀉は「答並木栗水」という返信のなかで、自分は最初、禅学に心を溺れさせていたが、後に陽明心学を崇拝

し、程朱学を批判するようになったと述べている。そして、いま二十数年の精進の後に、「程朱の学説は、もとも

と陸王の言葉と相矛盾するものではありません。ひとえに、自分がどういう見方をするかにかかっています。つま

り、絶妙な円通さを身につければ、粗雑な形跡のレベルに滞ることはないのです。霊光がひとたび貫徹すれば、言

語文字が障害となることはあり得ないのです（程朱之説、與陸王之言、本不相悖。一在吾所見如何。蓋得圓通之

妙、則不滞在形迹之粗。靈光一徹、則言語文字不能爲之障礙）」と考えるようになった。最後に東沢瀉は「だいた

い、ちゃんと学べば、あらゆる学説がわが道を補佐してくれるようになりますが、ちゃんと学ばなければ、道を守
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る志が失われて、かえって門戸の争いが生じるものなのです（大抵善學則百家之説、可心翼吾道。不善學則失衛道

之志、反生門戸争矣）」と強調した。東沢瀉は、表面的には程朱陸王を調停し、それらの学は「本不相悖」として

いるけれども、「靈光一徹」すれば言語形迹にとらわれないという主張は、明らかに陸王心学、ひいては仏家禅学

の基本観念である。東沢瀉は栗水が百家を兼ね取り、門戸の争いに陥らないことを望んでいるけれども、これは明

らかに、栗水が朱陸の争いに執着しており、それは道学において無益であるという批判である。

　この辺りの経緯について、並木栗水は 1886 年の「與楠本碩水書」のなかで言及している。

	 　私は山中にわび住まいしており、学問を講じあう益友のいないことを苦にしております。都会に住む学士は

志を異にし、ともに語り合うことができません。斯学に進歩利益がなく、一生を無駄に過ごすのではないかと

思い煩っています。周防に東沢瀉という方がおられ、先師（大橋訥庵）の門下で学んだことがあり、正しい学

問を地方で唱導されていて、付き従う門徒も多いと噂に聞きました。私は、この方であれば、ともに学問を講

じあって進歩利益があがるものと喜んだのですが、陸王禅学を兼ね修めておられるという噂も耳にして、不審

に思っておりました。そこで、一書を贈って試してみたら、やはり噂の通りでした。そういうわけで、その間

違いを痛烈に叩き、「朱陸太極論合編」を執筆してみました。（僕僻居山中、苦無講學益友。都下學士、又往往

異趣、不能相爲謀。所患斯學無進益、以辜負一生。聞周防有東澤瀉者、亦嘗及先師之門、能唱正學於一方、從

游之徒彼多。僕喜以爲斯人可相與講習進益、又聞兼修陸王禪學、因復竊怪焉。乃贈一書試之、果如其信然。於

是痛斥其非、朱陸太極論合編所由作也。）

栗水は、自身と碩水の兄である楠本端山、東沢瀉らがかつて大橋訥庵に学んだことに言及している。ただし、端山

はすでに 3 年前に世を去っており、自身の周囲で学問を講ずる人の多くは心学の徒であったため、ともに程朱学を

宗とする人を特に探し求めていて、そこで、地方で学問を唱導していた東沢瀉に書簡を送ったのである。東沢瀉の

返信から明らかなように、その思想は陸王禅学を交えたものであったため、栗水は深い失望を感じた。このことか

らも分かるように、栗水が対象を転じて楠本碩水に書簡を送ったのは、楠本兄弟が九州地方で学問を講じ、「程朱

の學をして、海西に盛んたらしめ」ていることを聞きつけて、同志を探し求め、理学を守り抜こうとしたからで

あった。

　栗水の『朱陸太極論合編』に対し、碩水は「書朱陸太極問答合編後」という跋文を記した。その中のある表現に

関して、栗水は批判を行った。碩水が「私は浅学でして、聖人の徒となることがかないません（余淺學雖未能爲聖

人之徒）」と謙遜した点に対し、栗水は、『孟子』滕文公下篇のなかに「能
よ

く言いて楊墨を距
ふせ

ぐ者は、聖人の徒な

り」とあるように、「仏教や老荘を学んだものはみな仏老の徒を名のりますし、聖人を学んだ者はやはり聖人の徒

です（學釋老者皆稱釋老之徒、學聖人者亦聖人之徒也）」と主張した。そこで栗水は、碩水が聖人の徒を自任し、

異端を批判してくれることを望んだのである。前述のように、碩水は若いころ「知行先後」の方面から心学を激烈

に批判したことがあった。ただ、54 歳の碩水は、思想の面でわずかに変化していた。碩水は「君子反經而已矣。

經正、則庶民興。庶民興、斯無邪慝矣。［君子は正道に立ちかえるのみ。道が正しければ、万民が興起し、万民が

興起すれば邪悪は消えて無くなる］」（『孟子』尽心下篇）という語を引き、張載の「反約、默養」はほとんど一種

の独善的な態度であると指摘した。これに対し、栗水は碩水が孟子のようになってくれることを依然として願い、

「一生かけて熱心に不正邪悪を弁じても、まだ足りません。後生の者たちを叱咤激励し、彼らもみな不正邪悪を弁

じることができるようにさせなければなりません（畢生汲汲焉辨邪詖、猶以爲未足。奨勵勤勉於後生小子、令其皆

得以辨之）」と述べた。

　朱陸論争に対して、碩水は二度と論争に巻き込まれるつもりはないようで、「朱陸論争につきましては、何が正

しく何が間違っているか、既に先儒による議論がありますので、我が輩が今さら発言する必要はありません（朱陸

之辨、甲是乙非、先儒各有成説、不必待吾輩之言）」と述べているが、これと類似の表現が、かつての東沢瀉の返

信にも「蘇氏・陳氏・陸氏・王氏の学問につきましては、古来、議論の已むことがなく、それぞれ書物となってい

ますので、それにもとづいて検討すればよいことです。それなのに、何のかんのと大きな声でがなり立てるのは、

人を憂鬱な気分にさせるものです（至蘇陳陸王學術之辨、古今聚訟、各有成書、可就考焉。喋喋強聒、亦似爲人担
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憂。）」という形で見えていた。碩水に同様の物言いが見られたため、栗水は鋭く批判した。これは、「自分が弁じ

ないだけでなく、さらに他人が弁じることをも無くさせようという意図がありますので、孟子の意とは違っていま

す（不徒自家不辨、其意又使人無辨之、則與孟子異矣）」である。栗水は、「既に先儒による議論がある（先儒各有

成説）」けれども、「何が正しく何が間違っているかについて定論は無いので、その弊害は今に至るもまだ収まって

いないのです（甲是乙非、未有定論、是以其害至今猶未熄也）」と指摘した。もし全力で白黒を付けなければ、「世

道が衰微し、人々がみな自分勝手な説を唱えるようになって、邪悪が並び起こる（世衰道微、人人爲異説、以濟其

私、而邪慝並起）」こととなり、挙げ句の果てには、「儒学のようでありながら儒学ではなく、仏教のようでありな

がら仏教ではない。程朱でもなく陸王でもなく、一生懸命＜どちらも正しくてよい＞と唱えて、世間に媚びへつ

らっている。こんな有様もまた郷
ぎぜんしゃ

原の最たる者です（似儒而非儒、似佛而非佛。非程朱、非陸王，而務爲兩是兩可

之説、閹然媚於世者、是亦郷原之尤者矣）」。これらの言葉から、碩水が立場を明確にして陸王学に対し断固とした

批判を行ってくれることを、栗水が望んでいたことがうかがえる。

　だが、碩水の返信には、自分に世間と争うつもりはなく、ただ「後日、国史を編纂する方がいて、幸いにも我が

姓名をそこに記してくださるのであれば、ぜひ隠逸伝のなかの人になりたいもの（他日有修國史者、幸列姓名於其

間、則爲隱逸傳中之人也）」と願うのみであると記されていた。これに対し、栗水は、勇気を出して任に当たって

欲しいと碩水に望み、「貴殿が猥りに謙遜されることなく、勇猛果敢に前進し。ますます道徳を高め、後に道学伝

に載る人となられ、隠逸伝のなかの人となることを願ったりはされないことを切望いたします（更望高明不猥自遜

讓、勇往直前、益高道德。以他日爲道學傳中之人、不願其爲隱逸傳中之人也）」と述べた。この点について、楠本

碩水は、最後の返信で弁明している。

	 　古の人のなかには、農耕に身を隠した人もいれば、漁業林業に逃れた人もいました。聖賢の君に遇うことが

なければ、最後には、「隠逸伝」のなかの人になったのです。『宋史』には「道学伝」が立てられていますが、

これは一種の特例でして、我が国の歴史に望むべきではありません。「儒林伝」に関しましては、典籍を携え

て相授受した人が載せられ、純駁異同が取りざたされることはありません。そのなかに放り込まれることが、

学者がとりわけ嫌がることです。私があちら［儒林伝］を捨ててこちら［隠逸伝］を取ったのも、平素の志に

よるものなのです（古之人隱於耕桑者有焉、逃於漁樵者有焉、如不遇賢聖之君、則終爲隱逸傳中之人矣。宋史

立道学傳、別是一種創例、非可望之于国史。若夫儒林傳、則彼挟墳策以相授受者、不論純雜、不問異同。悉收

其中、學者之尤所不喜也。僕之舍彼而取此、亦平生之志也已）。

周知のように、『宋史』は独自に「道学伝」を設けたが、これは中国の正史のなかでも特別な例であった。このた

め、碩水の目から見ると、並木栗水が望んでいる「道学伝」は、日本の歴史書のなかに現れるべくもないもので

あった。儒学を自らに任じている士人からすれば、「儒林伝」に収められる他はないのであって、理学派であれ心

学派であれ、みな同様である。しかし、若いころの碩水が目にした、一部の心学活動家における言行不一致の有様

は、依然として深く忌み嫌うべきものであった。「隠逸伝」に入れられたいという碩水の希望は、要するに、これ

らの輩と同列に扱われることを望まないという意思の表れであった。

　このことから分かるように、碩水は激烈な主張を展開しなかったけれども、それは、決して心学を受け入れたわ

けではなく、単に、現実の社会に対してどうすることもできない無力感を表明したものに他ならなかった。碩水の

思想の帰着点は、依然として程朱理学であった。碩水は、「そうであるならば、異説を弁別しなければならないの

は、明々白々なことです。……仏老が道理に近似していることは、楊墨の比ではありません。陸王は、表向き儒者

でありながらひそかに仏教徒であるので、なおさら危険です。これが、程朱以来の諸儒が、彼らを余すことなく論

駁し排斥した理由です（然則異説之不可不辨也、昭昭明矣。……佛老近理、又非楊墨之比。況陸王陽儒陰釋之説

乎。此程朱以來諸儒之所以辨駁排斥不遺餘力也。）」と強調する。碩水から見れば、「君子は、何をするにも根本に

ひたすら力を注ぐものであり、根本が確立されれば、その道は自ずとしっかりしていく（君子凡事專用力於根本。

根本既立、則其道自主）」、これに尽きるのであった。それ故、碩水は、外に向かって論弁をする前に、まずは自己

の修養と認識をちゃんとするべきであると強調する。碩水は「仁義を立てるには、まずは自己において確立するこ
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とが大切です。王覇を弁別するには、まずは自己において弁別することが大切です。朱陸の異同を弁別するにも、

自己において弁別するのみなのです（所謂立仁義者、在先立之於己也。辨王霸者、在先辨之於己也。若夫辨朱陸異

同、亦在辨之於己而已矣）」と主張しているが、このように自己から他人へと推し及ぼしていってこそ、はじめて

真の意味で大義を究明することができるのである。

　楠本碩水が編纂した『朱王合編』は、幕末心学家の大量の思想資料を収録しているけれども、やはり『朱紫合

編』と命名されるべきものであった。その要旨は、碩水の書簡のなかで引用されていた「君子反經而已矣。經正、

則庶民興。庶民興、斯無邪慝矣」という言葉の通りであった。実際、なぜ『朱王合編』全四巻のうち、前三巻が心

学を主にし、最後の一巻になってやっと理学に回帰しているのか。このことは、「再答並木栗水書」のなかでも暗

示されていた。そこで碩水は「『近思録』は、異端の弁別を第十三巻で取り上げ、［その直後の第十四巻で］聖賢を

取り上げて終わっている。その微意の在処を見て取ることができる（夫異端之辨、近思録載之第十三篇、而以聖賢

終焉、其微意之所在可以見也）」と述べていた。「序言」のなかで、内田周平は「碩水先生がこの書に命名した所以

に関しては、微意があってのことであろう（至於碩水先生所以名斯編、蓋有微意在焉）」と述べていた。碩水の微

意も、概ねこの点にあったのであろう。

注

１ 楠本碩水（1832-1916）とその兄の楠本端山（1828-1883）は、共に九州地方で理学を宣揚し、「東海の二程」と称された。楠
本端山の孫にあたる楠本正継は、九州大学中国哲学史研究室の初代教授として、岡田武彦・荒木見悟・佐藤仁といった、世
界の儒学研究に多大な影響を与えた弟子たちを育成し、東京学派・京都学派と並び称される九州学派を創建した。

２ 『朱王合編』巻首に載る、内田周平が昭和 6 年（1931）に記した「序言」によれば、楠本碩水が編纂したこの書物は、もと
もと『朱紫合編』と名づけられていた。楠本碩水の没後、その門人である岡子直が増補をしたうえで、刊行した。刊行する
際、岡子直と内田周平が相談して『朱王合編』に改名した。

３ 二箇所で出てくる「仁不能守之」は、原文では「不仁能守之」となっている。
４ 『程氏遺書』巻十五、『二程集』第 164 頁。書簡中の引用と原文は少し異なっている。
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水戸学と陽明学
─徳川ミュージアムの儒学関連資料の調査を中心として─

錢　　明＊

翻訳：坂本　頼之

　2012 年から 2015 年まで、私はとても幸いなことに、徳川齊正理事長と徳川真木館長と徐興慶教授の研究チーム

が行った「儒学関連資料の調査研究」という研究課題に全行程参加した。この 4 年というもの、毎年 7・8 月の最

も暑い時期に、私たちは徳川博物館文庫に集まり 1、資料を調べ、写真を撮影し、帰国してから学術的価値のある

文献を選び、分類して、釈文を書いた。今、皆様の前に呈したこの三冊の図録釈解 2、これこそが私たちの研究

チームが得た研究成果の一つである。

　徳川博物館の「儒学関連資料の調査研究」プロジェクトは、国際協力の形式によって、元来彰考館内に収蔵され

ていた各種文献資料の系統調査を行い、併せてその中から学術的価値のある文献を選び図録釈解を行うというもの

である。これは水戸徳川家 15 代当主の徳川國順氏が明治年間に行った調査につづいて行われた二度目の系統調査

であり、得られたすべての調査結果を国内外に向けて、公開展示したのは初めてである。この点からいえば、徳川

齊正理事長と徳川真木館長と徐興慶教授の研究チームがリードするこの研究課題は、重要な国際文化プロジェクト

である。それはこれからの研究者に、徳川博物館及びその前身の水戸彰考館、儒家文化の東アジア社会への影響、

水戸学派の形成と発展、更には江戸時代の日本思想文化史等を究明していく上での重要な手がかりを生み出すこと

となり、この研究プロジェクトは歴史に刻まれてもおかしくない文化的な営みであるとすらいえる。

　この研究報告会で、私は元来私自身が書いた三十数点の文献釈文の中から、特に学術的価値のある資料を選ん

で、水戸学と朱舜水の学問の関係について皆様に報告する予定であった。しかし時間の都合により、不本意ながら

主に『本館新撰』という書物、及び本書からみた水戸学と陽明学の関係について、ささやかな見解を語るにとどめ

たいと思う。皆様からのご訂正ご指摘を願いたい。

　『本館新撰』は写本で、序文はないが文中に跋文があり、巻首に彰考館蔵書の印がある。その文中の跋文によれ

ば、この書は寛延三年（1750）に秋山八兵衛・市川孫之允の編纂したものである。内容から見れば、これは彰考館

の比較的早期の蔵書目録と考えられ、その編纂は朱舜水死去（1682）より六十八年後の寛延三年に行われたもので

ある。

　『本館新撰』中には寛延三年午三月に書かれた跋文一篇があり、全文は「候文」で書かれている。その内容は以

下のようなものである。

 　「元来御目录不立分，管庫口仲申伝候所。心覚迄ニ享保十三年申三月記置申候内。本目並御副本ニ相立可然

分相撰申度旨，寛延三年午三月，管庫小田部茂介、鬼沢太衛門、惣裁增子幸八、河合伝次江及相談候処，尤之

由ニ付，秋山八兵衛、市川孫之允相撰，朱点消之分ハ本目並御副本江出ス」

　この書はまず子・丑・寅・卯・辰・未・午・未・申・酉・戌・亥の十二支によって排列されている。辰の部に

は、『張非文筆語』一本、『沈・張・蔣詩文』（筆語附き）一本、『霞池省庵手簡』一本、『文苑雜纂』五十七本、『舜

水文集』三十本等、明の遺民と関係する資料が記され、さらに末尾に『舜水文集草稿』二十四本を補録している。

ワークショップ「江戸期における漢学者たちの人間観の特色─中国との比較─」

第１ユニット：日本哲学の再構築に向けた基盤的研究
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その他の部においては、『神道集成』二十五本、『大日本史』二百五十本、『大日本史』（傍訓点）八十本、『水城實

録』一本、『近代諸士傳略』三十九本、『新補水城實録』十一本、『水府系纂』十一本、『西行雜錄』一本、『南行雜

錄』五本、『朱氏談綺』四本、『韓使來聘日記』一本、『西山紀聞』一本、『大日本史論贊』八本等の重要文献が記さ

れている。

　これら十二支の排列の後に、「靖伯様禦遺本」3「朱文恭遺書」「勅書箱之部」「恭伯様禦遺本」4 がある。

　「朱文恭（即ち朱舜水）遺書」の中には、「『通鑒綱目』百十本」、「『温公通鑒』百四本」、「『五經奇英』五本」、

「『詩經集傳』五本」、「『國纂奇抄』六本」、「『小學孝經』二本」、「『左傳綱目』八本」、「『陸宣公集』四本」、「『難經』

一本」、「『廣皇輿考』十二本」、「『篇海』八本」、「『管子』四本」、「『古文品外錄』六本」、「『禮記集説』八本」、「『陽

明文抄』五本」、「『源流至論』八本」、「『春秋左胡選』四本」、「『説苑』三本」、「同四本」、「『新序』一本」、「同二

本」、「『韻府』十本」、「『訓蒙圖彙』十四本」、「『孔子家語』本朝刻五本」、「『敬齋箴』一本」、「『闢異』一本」、「『詩

韻輯要』一本」、「『唐詩選』一本」、「『日本史略』写本一本」、「『五經集注』十五本」、「『名文珠璣』闕本七本」、

「『古文奇賞』六本」、「同三本」、「『元文韻』十一本」、「『太平廣記抄』三本」、「『詩經注』二本」、「『禮記纂注』四

本」、「『武経』一本」、「『讀史快編』三本」、「『周易本義』一本」、「『續藏書』闕本一本」、「『文公家禮』一本」、「『秦

漢文抄』六本」、「『編次諸家文集』三本」、「『武經標題正義』一本」5、「『大學衍義補』一本」、「『酉陽捜古奇編』三

本」、「『人物考』一本」、「『必讀古本』一本」、「『公穀管子纂』二本」、「『古文纂』朱文公手寫一本」6 など、四十八

種の漢文の古書が記されている。

　「勅書箱之部」の中には、「監國魯王勅書」一軸、「文恭先生印石」五（枚）、「安南行役紀事並節略」一本、「先世

縁繇履歴」一軸、「奏疏貳首」（手書原本附き、朱天正彰考館寫）一軸、「掲・祭文貳首」（奏疏残簡附き）一軸、

「釋奠筆記」（文恭真跡）一巻、「楠公贊」（朱文恭撰）、「祭朱文恭文」（朱毓仁）、「飛白文」（張斐文筆）、「朱文恭先

生畫像」（入箱）一幅などの、朱舜水と関連する文献や文物が記されている。

　「恭伯様禦遺本」の後に、享保十三年（1728）三月の記述があり、併せて「禦目録不立、分禦書物簿（禦目録は

立てず、禦書物を分けて簿す）」の字句が記されている。この後に一、二、三帙の目録があるが、これらは後人の

補録であり、そこには『舜水文集草稿』三箱、『獨立真跡』一冊、『義公禦真跡』四部、『常山文集』（箱入り写本）

十冊、『史館事蹟』一冊、『大日本史草稿原本』二百五十冊、『十竹遺稿』（佐宗淳）一冊、『魯齋遺稿』（今井小四

郎）一冊、『張斐墨蹟』二巻、『明冠服圖』一軸などの非常に珍しい文献が収録されている。最後に寛延三年（1750）

三月に平仮名の草書で書かれた補記がある。

　注目すべき点は、朱舜水が残した書物の中に『陽明文抄』『續藏書』といった書籍の名前が登場することである。

これについて二通りの可能性が考えられる。一つはこれらの書籍は朱舜水が明より亡命した際に持参して持ち込ん

だもので、自ら用いた後、彰考館に残されたものである可能性。もう一つは朱舜水が来日した後、とりわけ江戸

（もしくは京都）に到着後に日本で購入したものである可能性である。たとえば朱熹の『通鑒綱目』などは、まさ

に朱舜水が江戸で購入したもので、「武江に来たるに及び、方に購わんとして京師鋟する所の『通鑒綱目』を得る」

とある 7。徐興慶氏によると、朱舜水が江戸で『通鑒綱目』を購入したのは、間違いなく日本におけるその翻刻の

状況を確認するためである。言い換えると、朱舜水は元来この書物を所有していたが、江戸到着の後、市場よりこ

の書を購入したのは、この書の日本に於ける翻刻の状況を理解するためであった、ということになる。しかし、

はっきりと分かっているのは、朱舜水が用いた儒家経典などの書籍の大部分が明より持ち込んだものであり、『陽

明文抄』と『續藏書』が日本で購入されたものだとしても、彼がこの種の陽明学の書籍に多大な興味関心を持って

いたということが出来るということである。

　筆者の知る限り、現存する『陽明文抄』の公式な出版物は、清の張問達（江蘇江都の人）の編纂した、清の康煕

二十八年（1689）刊行の二十巻本で前文に張問達の序がついているものだけである 8。朱舜水は 1682 年に死去し

ており、そのため彼が遺した『陽明文抄』がこの張問達編纂本であることは決してあり得ない。朱舜水は 1659 年

にはすでに長崎に亡命して居を定めていたこと、またこの頃清国は北京に都を定めて間もなく、江南地方はいまだ

明清の戦乱の中にあったことなどからすると、彼が日本に持ち込んだ、或いは日本で購入した『陽明文抄』は当然

明刻本であることは疑いない。ただ『陽明文抄』と類似の『陽明文録』『陽明文集』『陽明文稿』などの明刻本には

数十におよぶ種類があり、そのうち朱舜水の同郷の浙江の人が刻した版本だけでも十数種あり、朱舜水が遺した
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『陽明文抄』が果たしてどれであるかは、今となっては判断することは難しい。もちろん『陽明文抄』が朱舜水本

人、或いは日本人の作った抄本であるという可能性もある。もしそうであるならば、それは朱舜水が陽明の著作に

対して高い関心を持っていたということをより一層強く示す。

　『續藏書』は明晩期の有名な思想家李贄（1527～1602 号は卓吾）が編纂した歴史学の著作であり、その初刻は明

の萬暦三十九年（1611）である。『續藏書』は六十七巻あって、「本紀世家」がなく、「列伝」だけで、明興りてよ

り萬暦年間に至るまでの四百人以上の人物が記録されており、みな李贄と同時代の人物である。

　李贄は泰州学派の継承者である。泰州学派は陽明学の一派に属し、「左派王学」と称せられる。李贄は幼少より

性強情で、独創的な思考に長じており、程朱理学の伝統観念の束縛を受けず、伝統に対する強烈な批判的思想を

もっていた。『續藏書』には下層民衆と高位高官の貴人たちとを区別無く扱う平等な態度が表されている。書中に

は王侯将相の事蹟だけでなく、学士や庶人、僧侶や道士、小間使いや芸妓などについても収録している。王侯将相

に対してむやみやたらと賞賛せず、下層民衆に対して讃美の意を表している。李贄の歴史に対する褒貶の評価には

「庶人可言貴、侯王可言賤（庶人貴しと言うべく、侯王賤しと言うべし）」という身分を問わない平等な考え方が体

現されている。

　「忠」に対しての考え方も、李贄は独創的な見解を持っている。『續藏書』巻七「遜國名臣程公・高公」篇には、

編修程濟と禦史高翔との異なった「忠」をつくす方法が記載されている。程濟は「靖難の変」の際に、建文帝に対

して「天數已定、唯有出走免難耳（天數已に定まれり、唯だ出走して難を免るる有るのみ）」と説いた。そこで僧

侶を探してきて建文帝の髪を落とさせ僧体に変装して脱走し、そのままずっと建文帝に数十年付き従った。一方で

高翔は「靖難の変」の後に、喪服を着て、大哭しながら燕王朱棣に会見して、不遜の言葉を発し、朱棣の怒りに触

れた。そのため一家全員死罪となり、財産は没収され、一族は全員辺境の守備兵として徴発され、祖先の墳墓すら

も暴かれた。これに対して李贄は評価してこのように説いている。高公は死を貴いものとみなし、程公は智恵に

よって危難を免れることを貴いものとみなしたが、この二つの忠は異なるようにみえる。しかしその実際のとこ

ろ、高公の死を賭しての忠も忠であり、程公が建文帝に付き従って危難より逃れたのもまた忠なのである。そして

程公の忠、これこそ「人臣之大忠也（人臣の大忠なり）」であると。李贄は、忠と不忠との分かれ目は、死を賭し

ての忠という名節を追求することにあるのではなく、もし仮初めにも生きることで忠をむける対象の人や物事が、

より大きな利益を得ることを計ることが出来るのであれば、これこそが本当の忠なのであると考えていた。

　ついでながら少し触れておくと、もう一人張問達（？～ 1625）という人物がおり、これは陝西涇陽の人であり、

その政治的立場は東林党に近い。こちらの張問達はかつて上訴して李贄を弾劾し、李贄の著した『藏書』『焚書』

などの作品について「流行海内、惑亂人心（海内に流行し、人心を惑亂す）」と主張した。そこで皇帝は命令を下

し、張問達の弾劾を許可し、さらに「惑世誣民（世を惑わし民を誣す）」の罪名の下に李贄を捕らえさせ、その著

書は焼却処分された。朱舜水は『陽明文抄』を編纂した方の張問達について知っていたとは限らないが、しかしこ

の李贄を弾劾した方の張問達についてはよく知っていたはずである。

　では、朱舜水はなぜ『陽明文抄』『續藏書』といった類の書物を常に側に置いて、そして彰考館に残す必要が

あったのだろうか？それは彼の陽明学観と歴史観とにある程度の関係があって、そしてさらにこの陽明学観と歴史

観とが、水戸学派へと影響を及ぼした可能性がある。

　朱舜水の陽明学観については、従来二種類の見解があった。ひとつは朱舜水は王陽明を高く評価しており、日本

に陽明学を伝播させたのであるとする見方であり、これに対して筆者は以前にこの説を否定する論証を行った 9。

もう一つは朱舜水は王陽明の影響を受けて、自覚無自覚いずれにおいても陽明の主旨と多くの点で合致したのだと

する見方である。朱舜水が『陽明文抄』と『續藏書』とを常に側に置いていた事に対する分析を通すと、この二つ

めの見解の方が辻褄が合う。実際のところ、陽明学を伝播したかどうかと陽明の主旨の影響を受けたかどうかは、

二つの性質を異にする問題である。筆者の見解によれば、朱舜水はただ陽明の思想の影響を受けただけでなく、そ

の上さらに陽明に対する態度というものは信奉が憂慮に勝っており、讃美が批判よりも多い。彼の批判の主要な対

象は陽明の後学の所謂「狂禪派」とよばれる人々である。朱舜水の見方においては、陽明の学は「有病處（病處有

り）」、つまりそれは完全無欠ではないとされ、そして陽明後学の中の「狂禪派」は「異端」であって 10、徹底的に

批判すべきものであるとされている。これは一方は部分的な否定であり、もう一方は完全な否定である。李贄は陽
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明学派の「狂禪派」に属しており、それ故また朱舜水が重点的に批判する対象の一つに属している。朱舜水が王陽

明の文として選んだのが抄本つまり撰集本であって、全集本ではなかったという本当の理由はこの朱舜水の陽明学

観に有ると思われる。

　もちろん、朱舜水は王陽明の「病處」を消し去るのと同時に、陽明の非常に正しい幾つかの主張をもきれいに取

り除いてしまっている。例えば是非を判断する基準について、王陽明は孔子の是非を是非とせず、自らの是非を是

非とすることを主張しているのに対して、朱舜水は「來問朱・王之異、不當決於後人之臆斷、寒暖之向背、即當以

孔子斷之（朱王の異を來問するに、當に後人の臆斷、寒暖の向背に決すべからず、即ち當に孔子を以て之を断ずべ

し）」11「孔子之道、宜可萬世無弊矣（孔子の道は、宜しく萬世弊無かるべし）」12 と説き、「周孔之道」は絶対の真

理であり、学術や是非を判断する唯一の基準であるとしていた。

　朱舜水は李贄等「狂禪派」に対しては徹底的な批判の立場をとっていたが、しかし李贄の『續藏書』に対しては

部分的に認めており、とりわけその歴史観について受容があるようである。朱舜水と同時代で餘姚出身のもう一人

の第一級の学者である黄宗羲も同様に、「教人就事上理會」の永嘉の学を賞賛しているが 13、「事上理會」と王陽明

の主張する「事上磨錬」とは、本質において相通ずるものであって、一方は「事上」を無視して認識（「理會」）す

ることは出来ないということを主張し、一方は「事上」を無視して実践（磨錬）することは出来ないということを

主張している。そのため韓東育氏は「大きな脈絡で言えば、朱舜水の「実理実学」は、実は「周孔」聖人の道に基

づいている。表面的な用語などから言えば、「浙東事功学派」に基づいているように見える」とみている 14。歴史

観について言えば、永嘉学派と李贄・黄宗羲らは同様の点を持っていることは確実であり、みな同時代の歴史研究

を大変重視しており、また同時代の人物の批評を重視する。「事上理會」の理念に従って思考を進めさえすれば、

必然的に古代の歴史への興味関心が現代史への関心へと向くことになるはずであり、朱舜水の歴史観もまさにこれ

である。そしてこのような歴史観が『大日本史』編纂に対しても、有る程度の影響を与えたはずである。これにつ

いてはさらに研究を進めていきたい所存である。

　以上が、私の『本館新撰』という本、及び水戸学と陽明学との関係についてのささやかな見解である。

＊作者紹介：錢明（1956−）、日本九州大学文学博士、浙江国際陽明学研究センター主任、浙江歴史文化研究セン

ター研究員、浙江省儒学会副会長。

注

１ 徳川博物館の前身は水戸藩藩主徳川光圀が作り史書の編纂を主に行った彰考館である。日本の『史記』とも評価される『大
日本史』は、ここ彰考館で編纂され完成した。

２ すなわち『日本徳川博物館蔵品録』Ⅰ『朱舜水文献釈解』・Ⅱ『徳川光圀文献釈解』・Ⅲ『水戸藩内外関係文献釈解』（徳川
真木監修、徐興慶主編、上海古籍出版社、日本徳川博物館 2013 年 6 月、2014 年 6 月、2015 年 6 月出版）である。

３ 靖伯とは、徳川綱方（1648～1670）のことで、光圀の甥、後に光圀の養子となり水戸藩の世子とされるが、早くに死んだ。
４ 恭伯とは光圀の養子徳川綱條（1656－1718）のこと。幼名は采女、号は鳳山。綱方の死後世子に立てられ、水戸藩第三代藩

主となった。恭伯は諡号。光圀の実兄の讃岐高松藩主松平頼重の次男。
５ 『新鐫武經標題正義』は中国軍学の典籍で、全七巻、明の趙光裕が注釈と校正を行い、萬暦十六年（1588）に刻本された。

この書には『武經節要』一巻が附刻されており、また陣法・馬歩射法・棍法一巻が附されている。
６ この書は恐らく朱舜水が日本の弟子たちに教授するために自ら編纂した古典籍の模範文章集ではないかと思われる。
７ 安積覺『朱文恭遺事』による。朱謙之編校『朱舜水集』下冊（中華書局　1981 年）に収められている。p.625-626。
８ 正式な書名は『王陽明先生文抄』である。二十巻、清の張問達編修、清の康煕二十八年致和堂刻本であり、『四庫全書存目

叢書』集部第 49 ～ 50 冊に収録されている。
９ 拙稿「近世東亞文明與朱舜水之位相」（徐興慶主編『朱舜水與近世日本儒學的發展』（臺彎大學出版中心　2012 年）の p.80~98

に所収）を参照していただきたい。
10 『朱舜水集』上冊 p.296
11 『朱舜水集』上冊 p.84
12 『朱舜水集』上冊 p.84-85
13 『黄宗羲全集』（浙江古籍出版社　1988 年）第 5 冊 p.56-57
14 韓東育『従“脱儒”到“脱亞”』（臺彎大學出版中心　2012 年）p.254



43国際哲学研究５号 2016

徳川日本の心学運動の「草の根化」の特色
─民間文書『心学こゝろのしらべ』について─

呉　　　震
翻訳：坂本　頼之

前言　心学研究における「ボトルネック」の問題

　16 世紀の明代に陽明学の士人グループが講学活動に大変熱中し、それによって儒家倫理を実践して社会福祉事

業や地方の秩序の立て直しなどを行う一つの運動となし、更には郷村社会へと漸次浸透して広汎な影響をもたらし

て、中国全土を席巻する勢いを持つにいたったことはよく知られている 1。しかるに 500 年を経た現在、私たちが

その運動の詳細な実情を知ろうとすると、非常に解決困難な「ボトルネック」とも呼ぶべき問題へと突き当たって

しまう。つまり私たちが把握可能な文献資料の多くが、知識人の文集か公式にまとめられた文書（例えば地方官庁

によってまとめられた地方志等）であり、これらの知識人たちの手による記録には濃密な文人の空気が漂っている

ため、当時の郷村社会における講学活動の実際状況や、その講学に関する内容については、ほとんど理解不可能で

あろう。そのため私はかつて以下のように指摘した。明代晩期の陽明学主導の下の講学の風潮については、資料の

制限を受けることにより、私たちが文集や地方志から読み取ることが出来るものの大部分は儒学的知識や抽象的な

心学の議論に関わるものとなってしまい、むしろ「当時の知識人がある郷村あるいは市街へと身を投じ、一般民衆

に対して行った実際の講学の過程やその内容に関する詳細な記録を探し出そうとする手段が全くない」し、文人た

ちの文集に残された「講学語録が与える印象は抽象的儒家哲学の討論である。明末清初の儒者がこのような講学に

対して、ある種の印象をぬぐい去ることが出来ず、つまり「空談心性」と呼ばれたのは尤ものことである」と 2。

その結果私たちの思想史研究はどうしても「帝王将相」のような正史研究へと焦点を向けさせられ、地方思想史の

研究領域を掘り下げて開拓することは一層困難なものとなった。私たちが得られる理解の多くはエリート文化であ

る「大伝統」のレベルに限られ、庶民文化の「小伝統」レベルについては常に「其の門に入るを得ず」という状態

に陥っている 3。

　中国の状況と異なり、日本では地方社会の研究や地方文化の保存に対して、より重視するという伝統がある。数

十年来少なからぬ民間文書が新たに発見され、そこに反映されているのは郷村ないし家庭における日常生活の状況

であり、その中には所謂「小伝統」に関する大量の消息が含まれている。これらの民間文書の分類は各々異なり、

内容も雑多であるが、しかし私たちに上記の「ボトルネック」の難題を解決することが出来るような、ある日本心

学の講学実録の意外な発見をもたらした。所謂日本心学とは、具体的には 18 世紀に興起した石門心学（詳細は以

下に述べる）を指しており、中国の陽明心学と直接の思想関係は実はそれほどない 4。ただ彼らが郷村で講学活動

を実施した際に喧伝したものの多くは儒学と関係のある世俗倫理であるため、我々の関心を引くに値する。

　本稿で明らかにしようとしたものは、江戸時代（1603-1868）後期の日本の関東地方のある小さな町村──「下

館町」5 付近で発見された中村家の民間文書である。それは 19 世紀初頭に、日本の石門心学が民間に推し広めた

心学講学活動の実際の記録であり、その講学の対象は知識人層ではなく、当地の青少年であった。そのため、その

内容が及んでいるのは通俗教化の範囲であって、高遠な理論の探究ではない。この民間文書の記録者は書名を『心

学こゝろのしらべ』としている 6。

　これは長期にわたり埋もれていた手書きの写本で、1960 年代になってやっと発見されたばかりである。現在の

ワークショップ「江戸期における漢学者たちの人間観の特色─中国との比較─」

第１ユニット：日本哲学の再構築に向けた基盤的研究
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日本の学術界にあっても、心学を専門とする研究者でもなければ、この民間文書に大きく注目することはない。で

は中国の読者である我々にとって、この文書の中には、注目すべきいかなる内容が含まれているだろうか。実のと

ころ、まさしく上に述べたように、明代中国の心学者たちが郷村社会で行った講学活動について詳細な実情を窺い

知る術はすでにない。しかし、この外国の地方文献を通して、私たちは 19 世紀初頭の日本の心学者たちが、如何

にして郷村で講学活動を展開していたのかを、生き生きと知ることが出来る。また、これにより東洋地域社会にお

ける儒家通俗倫理の喧伝講義活動に、どのような相違性と共通性とが存在していたかについて、更なる理解を深め

る可能性がある。すなわち、私たちはこの『心学こゝろのしらべ』を閲読することを通して、一方では近世日本の

儒者が如何にして郷村社会層の間に身を投じて、末端層へと世俗倫理教育を施し、儒家倫理を一つの「草の根化」

運動としていったかについて具体的に理解することができ、また一方で私たちは、なぜ 17 世紀以降明清期の中国

の郷村教育及び民間講学が持続的な発展を継続出来なかったのかを再考させられる。知識人達の大多数が文学史学

の伝統の再建に没頭し、或いは文字の考証の作業に酔いしれ、清一代を見回してみると、郷村の末端へと根をはっ

た心学活動家は消え失せて殆ど存在しない。20 世紀初頭になってやっと、最後の儒家と称された梁漱溟（1893-

1988）が、明代泰州学派が郷村の末端社会で行っていた講学における自由な気風こそ本当は大変貴重なものである

ことに初めて気がついた。中国の農村の問題のみならず、中国の根本問題を解決するための貴重なヒントを発見す

る可能性があるという考えが、彼を山東鄒平県での郷村建設運動に身を投じさせることへと駆り立てたが、時局の

動乱によって、その効果は微々たるものに留まった。

一　下館藩における心学活動の展開

　『心学こゝろのしらべ』は石門心学の講学活動に関わるものであるため、まず石門心学について簡単な説明が必

要である。石門心学の創始者は京都の町人（つまり商人）出身の石田梅岩（1685-1744）で、享保十四年（1729）

に京都で「講座」7 を公開開催したことが、その心学創始の象徴とされる。彼が打ち立てた心学思想は、歴史上

「梅岩心学」もしくは「石門心学」と称される 8。なお注意が必要なのは、石門心学はその創立の当初から心学理

論の構築と同時に、注意を民間の末端層へと向け、その結果、ある種の心学の「草の根化」運動を巻き起こしたと

いうことである。その運動の主な表れとして、心学者を講学の師（彼らはまた「講師」と称された）へと養成し、

彼ら心学講師によって各地の講学活動が主導され、更には各種の「講舎」及び「講師」の制度が構想されたことな

どがあげられる。これらの運動に代表される石門心学は、京都大阪等の関西地区より、次第に日本全国各地へむけ

て拡大発展し、幕末から明治、大正及び昭和（戦前）までの各時代を通して連綿と継続し、時に中断することは

あっても、完全に断絶してしまうことはなかった。歴史の上からみれば、その講学活動は、この心学運動の前後で

大きく変化している。その早期には、主に民間を主要な活動場所とし、講学の対象も多くは中小の商人及び町村の

農民であったが、しかし明治期以後、特に明治末より昭和初期にかけて、心学の講師達は上層の役人たちと頻繁に

連動しはじめる。一部の心学者たちは積極的に政府の推進する国民教育活動に参加した。例えば「心学道話」の方

式を用いて、明治天皇発布の「教育勅語」を敷衍して解釈したというように、心学者達は日本が帝国主義の中で推

進していった「国民道徳教育」運動の中で不面目な役割を担当した 9。そのため戦後日本の学術界では、ある一定

の期間において「石門心学」を研究することに対し恐れ憚って避けて論ぜず、大多数の学者は一顧だに値しないと

いった態度をとる風潮が引き起こされた。しかしこれについてはここでは論じない。

　江戸晩期、関東地区における石門心学の講学活動に関して、戦前の石門心学研究の大家石川謙が、研究史上煌々

と輝く大著『石門心学の研究』の中で非常に詳細な紹介と分析を加えている。彼の研究によって、私たちは 18 世

紀末の時点で、心学運動が江戸（つまり現在の東京）からその周辺の地域へと迅速に拡大していったおおよそのあ

らましについて知ることが出来る。例えば寛政四年（1792）下館藩（即ち『心学こゝろのしらべ』が発見された下

館町一帯を領地としていた藩）の藩主石川若狭守総弾はとても熱心な心学の信奉者で、彼はかつて江戸にいた際、

心学者中沢道二（1725-1803）の弟子北条玄養を呼び寄せて家中に講学させ、また家老（江戸時代に藩主を補佐し

た重要な家臣）や用人といった重役を共に聴講に参加するよう命令した。翌年、彼は中沢道二を下館に招聘し、一

般民衆に向けて心学の講学を行わせること 7 日間に及んだ。以後、ほぼ毎年北条玄養を招いて下館で心学を講学さ
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せている。上にあげた民間文書『心学こゝろのしらべ』の所有者である中村兵左衛門は他でもないこの下館の大商

人であり、また当地の名士でもあった。彼は後に心学講学の「都講」（講学の助手）となり、寛政五・六年間に下

館城下に「有隣舎」──一種の地域性の心学講学組織を設立している 10。

　寛政より文政（1818-1829）年間に到るまで、藩権力と密接な関係にあった中村家は、藩財政の継続的な悪化及

び農村経済の衰退を防ぐために、心学者たちと連携して協力し、講学によって庶民の教化を推進し、更には地域の

人心を盛り返すことを試みた。しかし天保期（1830 年以降）には、心学運動は急速な衰退の兆候を見せ始めた。

その要因の一つが、下館の人々が日々悪化していく経済状況を根本的に改善するためには、農村行政及び町民の経

済生活の改革を主張する二宮尊徳（1787-1856）が提唱する方法「仕法」及び、彼が主張する「報徳」思想の方が、

心学よりも魅力的なことに気がついたことにある。事実、天保八年（1837）以降、下館藩に二宮尊徳の思想を導入

することを主張して、積極的に藩主に推奨した主要な人物が、まさしく中村兵左衛門であった 11。二宮尊徳の思想

と石門心学とにどの様な異同があるのかについては、ここでの詳細な検討は避けたい。ただ上述のような現象から

分かることは、中村に代表される藩政の首脳を含む当地の実力者達が思想学術を導入する際に、臨機応変な態度を

採っていたということである。彼らの心学に対する興味関心が持続するかどうかは、心学の導入が実際に持続的な

効果を生み出すかどうかによって決定される。従って地区の教化に、より有益な思想学説が有ることに気付いたな

らば、彼らはすぐさまその新しい思想へと転向する。この種の思想文化に対する「拿来主義」の態度こそ、まさに

日本が外来の文化を吸収するにあたっての常套手段である「借用」方法のあらわれなのである。

　ただ私たちにとって興味を引くのは、これら心学の講師達が地域社会で講学を展開していくにあたって、彼らが

講じていたのは結局どんな内容だったのか、また聴衆としての当地の庶民たちはどのようにこの講学活動に参加し

ていったのか、これが興味をひく一つ目の問題である。次に彼らの講学の過程の中で、講師と民衆は如何にして相

互に連動したのか等々。こういった問題の考察を通じて、私たちは 19 世紀初めの日本の江戸周辺地域における民

衆の思想活動状況について、主に二つの点で理解を深めることが出来る。一つはまず近世日本の知識人が如何にし

て倫理教説を一般庶民階層に浸透させていったかについて、もう一つは当時の日本の庶民社会が如何にしてそれら

心学の理論を受容していったのかについてである。

　『心学こゝろのしらべ』の分析に取りかかる前に、二点の予備知識を提示する必要がある。まず初めは心学の講

学の方式に関してである。梅岩が心学を創設して以来、石門心学の講学には一つの伝統があった。それは日本語で

は「会輔」とよばれ、『論語』顔淵篇「以文会友、以友輔仁」を由来としている。梅岩の考えでは、「会」は学問の

向上に励むことを指し、「輔」は心学の修養のステップアップを指していた。形の上から言うと、それは今日の大

学の授業で日常的に見られる「seminar」つまり所謂「ゼミ」と大変良く似ている。毎次の「会輔」において、ま

ず講師がいくつかの特定の課題を提示し、その後、皆で一緒に自由に言いたいことを言い合って探究を進めてい

く。梅岩の時代には出題者は当然梅岩であった。彼が遺した代表的な著作である『都鄙問答』はまさにこの「会

輔」の記録である。梅岩の後学にいたっても、「会輔」は一種の制度としてずっと保存されており、わたしたちが

これから見ようとしている『心学こゝろのしらべ』という文書も、まさにこの「会輔」の記録の一つである。その

内容を見ると、まず心学講師がいくつかの問題を挙げて、その後に聴衆が自由に感想と意見を発表しあい、最後に

講師が心学理論及び従来の著名な心学者の考え方によって解説を行うというものである。解説を行う際に、往々に

して民衆が発表した意見をいちいち取り上げて殊更に反論しないのは、彼ら講師の説教の様子を物語っている。し

かし、これらの民衆の意見は選び抜かれて「会輔」の記録の中に収められている。後人から見ると、その中のいく

つかの意見や理解には幼稚な点があるように見えるが、それは参加者の多くがまだ世間知らずの少年少女であるこ

とが原因である。しかしまさにこの参加者やその意見が幼稚で若いという問題こそが、かえって私たちに中国晩明

の講学の情景とは全く異なる別の情景──つまり、19 世紀初めの日本の辺鄙な小さな町村の住民がそのありふれ

た日常生活の中で人生の問題に対して思考している──を見出させるのである。

　次いで、江戸期日本の心学の講学がもつ基本的特質についても理解する必要がある。それは当時現れ始めた思想

の「民衆化」の趨勢である。長年、従来の思想史研究は知識エリートの思索活動の解明に偏重していたが、それを

一変して日本「民衆思想史」という研究領域を開拓することに注力し、多大な成果をもたらしたのは安丸良夫であ

る 12。彼は江戸思想史において「心」の哲学とは、普遍化され、絶対化された規範──心と自己との一体化（内在
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化）を強調し、それによって人心へ無限の可能性を見出せる哲学であると指摘した。形態上から言えば、これらの

哲学は「極度の唯心論形態」13 を備えている。しかし、日本近世史上より見れば、これらの哲学はむしろ民衆の日

常生活規範としての「通俗的諸徳目の実践」と結合することにより、心学のエネルギーを「広汎な人間の生活意識

の内面」へと浸透させ、それにより彼らの「精神世界」を改変し作り上げている。これらの指摘は大変重要であ

り、明らかに安丸は一方では「心」の哲学を「能動性・主体性の哲学」と規定し、それと同時に「通俗道徳」（つ

まり「世俗倫理」）が近世日本の民衆の「思想形成・主体形成」において「歴史的に独特の形態」を備えているこ

とを非常に強調してもいるのである 14。更に重要なのは、安丸によれば、所謂「通俗道徳」の問題とは、つまりは

「心」の哲学と通俗的諸徳目の間の関係を如何にして把握するかの問題であると言うことにある。この関係の把握

によって、私たちは「心」の絶対性の主張に包含された「能動性・主体性の哲学」が、如何にして民衆の日常生活

の意識の中に浸透し得たかについて理解し、また同時にそれと付随して起こった自らに切迫して内在している道徳

への覚醒が、如何にして民衆の俗世間の中で呼び起こされ得たかを理解することが出来る 15。そして安丸の言う所

の「心」の哲学、その典型とは即ち「石門心学」なのである。だからこそ、安丸の「民衆思想史」という観点から

の江戸思想史への新たな考察は、私たちが『心学こゝろのしらべ』という民間文書を理解する上で、重要なバック

グラウンドの知識ないし詳細な視点を提供してくれていると言える。

二　心学講学における草の根化の特徴

　この『心学こゝろのしらべ』という「会輔」の記録資料の講学が行われた日程は、文政十年（1827）10 月 1 日

から 6 日までで、開催場所は中村家である。全部で 48 丁あり、今は上冊のみが残されていて、全て口語体で書か

れた手写本である。初日「会輔」の参加者は全て女子ばかりであり、そのうち 15 才が 5 人、14 才が 1 人、11 才が

3 人、9 才が 1 人であった。二日目からは男子の参加者もあり、男子の多くは中村家に仕える「奉公人」で、その

年齢層は不明である。

　初日の「会輔」はただ一つの問題が挙げられており、得られた回答は 11 個、最後に講師によるまとめの総括が

行われている。設問は「道を行に人つきあたらぬやうに行ハいかが致して行候哉？」というもので、訳すならば、

これは大通りを歩いていく際にどうすれば人と衝突しないかを問うものである。ただしその中にはあるキーワード

が隠れている。それは「道」である。いま私たちは回答の中から幾つかを選んで、これらの少女たちがどのように

回答しているか見てみよう 16。

	 答　朝起きてあの人は悪ひこの人は悪ひといふを人の道につきあたるるとそんじ候、心正直なれバつきあたる

事ハ御座なく候（丑十一歳、中村おた祢）

最後の括弧の中の一文は回答者の年齢と姓名を記録したものであり、これはわずか 11 才の小さな女の子が答えた

回答である。彼女の回答の中では、ある重要な概念が用いられている。それは「正直」であり、そしてこの「正

直」こそ石門心学の核心的概念である。この僅か 11 才の少女がこの概念を自然と口にするというのは、恐らくは

彼女のこれまでの学習経験の中で、石門心学に関連した教育を受けたことがあったか、或いは周囲の年長者から

「人として「正直」でなければならない」といったような教えを聞き及んでいたためであろう。実際、私たちはこ

の少女の回答に対して、ちょっとした哲学的解釈を行うことも出来る。大通りを歩いていて人と衝突するような事

態が起こるのは、その原因は相手方にあるのではなく、自らの心理状態が正しくないことにあるのである。それは

例えば、朝起きてすぐに、周囲の人が皆悪人であると思って一日を過ごすというような、こういった心理状態など

はまさに正直ではない心理状態である。このような心理を行為や態度に表せば、人と衝突してぶつかりあいが発生

するに違いない。このため石門心学の観点からすれば、この少女の回答は代表的なものであると言える。面白いこ

とに、彼女のあとの幾人かの少女の回答も彼女と大同小異である。

　例えば二番目に登場する中村菊という 14 才の少女はこのように答えている。
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	 答　道は元より正直なるものゆへ我心正直にさへすれバつきあたる事は御座なく候（戌十四歳中村菊女）

　この回答には「道は元より正直なるもの」という考え方がはっきりと出ているが、説明するまでもなく、これも

石門心学の伝統的観念である。先ほどの 11 才の少女の回答と比べてみると、こちらの回答の方がやや成熟したも

のであると考えられる。なぜならばその物言いにすでにある一定の抽象性が含まれているからである。当然回答の

内容について言えば、上述の二人の少女は共に「正直」という核心的な概念を捉え、その「正直」を用いて「道」

を理解している。

　もう一人の僅か 9 才の小さな少女の答えはさらに面白い。

	 亦〔答〕　道をあるくハ人を道のよきほうを通シ我はわるいほうを通ると人につきあたらぬとそんじ候（栃木

屋札女、卯九歳）

　この回答は大変あどけないものに思われる。その表現には万事に謙譲を優先すべきであるという子供心が顔を出

しているからである。そこには『三字経』の「孔融譲梨」のような道徳啓蒙教育の気味が表されている。明らか

に、これはこの少女が受けた家庭内教育によるものである。彼女は「道」「正直」といった抽象的概念の意味を理

解できていないかもしれないが、ただ事に臨んで「謙譲」を重んじて利を争うべきではないことは解っていた。

　ある 15 才の少女の回答は成熟度が非常に高いように思われる。彼女は儒家倫理の仁義礼智信といった重要な徳

目に対しての初歩的な理解を持つに至るほどであった。

	 答　夏ハ日のてるほうをとうり冬はひかけを通り候へば人に突あたらぬとそんじ候、仁義礼智信一ツかけても

人にあたる事とそんじ候（井川あい女、酉十五歳）

　この回答には二つの意味が込められている。前半部分は前述の 9 才の少女の回答と大体同じであり、謙譲を大切

としているが、後半部分ではこの少女が儒家知識に対して初歩的理解を持っていたことを示している。彼女が言い

たかったことは、夏と冬とで道を歩く際には、他人の心情を考慮すべきであり、その上で適切な方法をとる事が出

来れば人と衝突することを避けることが出来る。その適切な方法とは、まさに仁義礼智信に属する何らかの方法な

のである。思うに、彼女の儒家倫理に対する理解は浅はかなものではあるが、但し基本的に間違ってはいない。

　最後に、心学講師がこの問題に対して如何に回答したのかを見てみよう。彼は孔子の説いた著名な道徳の黄金律

「己の欲せざる所を人に施すこと勿かれ」から話しはじめるが、それはこれらの心学講師たちも経典を引用して根

拠とする様式があったことを示している。

	 答　子貢曰ク、一チ言シテ以テ身終ルマデ行ウヘキコト有乎、子曰其恕乎己欲セザル所人ニ施スコトナカレ、

古歌に　命をハおしまぬものハなかりけり　我身をつミて人のいたさを、冬ハ日かけ夏ハ日あたりを通ウバ突

あたる事ハあるまじ、又日用五倫の交りとてもその如し。・・・

　はじめに「子貢曰く」「子曰く」と前置きされていることから、彼らの講学の過程に儒家経典である『論語』に

関する知識が織り込まれていたことは想像に難くない。「古歌に云々」の部分で言われているのは、日本伝統文学

の中で有名な詩句である。

　この心学講師の回答から見えることは、彼は先ほどの 15 才の少女の回答に満足してはいるが、ただ彼のつとめ

は明らかにこれらの回答の筋道を示して理論化することにあった。そのために彼は儒家経典を総結に用いて、日常

生活中の謙譲の行為を「日用五倫」の高さで言及し、これがまさしく儒者の説く己の欲せざる所を人に施すこと勿

かれという「恕」の道であることを指摘している。明らかにこの心学講師は儒学の基本的知識に相当熟達してお

り、そこから日本心学が儒家経典を大変重んじている様子が見て取れる。そのため広範に言うならば、石門心学も

東洋儒学の範疇に帰属すると言うことが出来る。しかし、それでも私たちは日本の心学講師が儒学を用いる際に、
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その講説は日本倫理の色彩を帯び、石門心学の核心概念である「正直」という問題で構成されていることを見出す

ことが出来る。すなわち、儒学思想は心学者達の中ですでにある転換を起こしている──つまり儒学を日本倫理の

観念と結合させる、実質的には儒学に「日本化」という転向を発生させるという転換である。この点に関しては本

論の最後でもう一度簡単に述べることにする。

　二日目の会輔は夜会で行われ、その中では二つの問題が登場している。一つめの問題は「家業ハ何と心得て被成

候哉」というものである。「家業」とは日本語の名詞であり、その意味は特殊で、一家の産業を指すものであり、

さらには生活を維持する上で従事する職業を指す。また個人経営の商業活動のことでもあり、代々相続されてきた

特殊な職業のことでもある。その上さらに「家業」と日本歴史上の「イエ」という特殊な概念とは密接な関係をも

つ 17。梅岩心学の講学活動の中で「家業」に関する話題が現れる頻度は非常に高く、これは心学者の大多数が町人

出身であることと一定の関連があるのかも知れない。上述の問題に対して、ある者は答えて言った。

	 家業は天への奉公と存候（中村内彦兵衛拝す）

この答えは心学の標準的回答であり、その意は「家業」とは天への献身的奉公行為であって、単に自己の利益の獲

得手段とだけ考えるべきではないということである。ここでいう「奉公」が中国儒学での所謂「大道之行、天下為

公」（『礼記』礼運）のような抽象的な概念ではなく、近世日本社会おける「家業」に従事することを最大の「奉

公」とみなすという重要な観念が反映されたものであるということは指摘されなければならない。言い換えると、

日本的「公」とは「イエ」の意味を内含したものであり 18、それにより「奉公」と言う言葉も「家業」への献身の

意味に等しくなり、そしてこの行為は道徳に符合するものと考えられていたということである 19。面白いことには、

この聴衆の回答によれば、彼は「家業」に服従する「奉公」の精神を「天」のレベルにまで言及することで強調を

加えている。これに対し、心学講師は聴衆の回答よりも一層の肯定を加えている。

	 先師答　家業天えの役と可心得候

　第二の問題は非常に趣き深い「猫のねつミをとらざる何の役たち候哉」というものである。この問題は大変聴衆

を引きつけたらしく、皆この問題への回答は相当活溌である。その多くの回答は皆「猫は鼠取ざれバ何にも仕用無

之と存候」（中村内留吉）という点に集中している。最後に講師が一句の簡単な回答をしている。

	 先師答　猫のねづミをとらぬハ世の中の役に立たぬ人の譬へになり申候

明らかに、この比喩の直接的な意味は、我々一人一人はそれぞれ皆必ず社会の中でしかるべき役割を果たさなけれ

ばならないということであり、言い換えれば、鼠を捕ることが出来ない猫が猫としての役に立たないのと同様に、

人がもし社会の中で役割を発揮できなければ、その人も人としての役に立たないということである。

　三日目から六日目の会輔に関しては、冗長を避けるために本稿では詳述せずに、ただその会輔でだされた問題を

以下に列挙するに留める。これによって当時の講学の気風の一端を窺えるかと思う。その問題はおおよそ以下のよ

うなものである。

	 口論の本源と如何

	 家内の修め様ハいかか致し候哉

	 此身は死して心ハいかやうに成候哉

	 一生えいわざる一言あり如何

	 人々此身養ふにわ三度の食事を以養へ共、心ハ何を食物致し養候哉

	 堪忍 20 の花盛りとハ如何

	 宝の最上は何最上致し候哉
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	 天地の間に我物と致し候もの何にて候哉

	 心を大丈夫に持やうハ如何致し候哉

	 海山をへだてて遠国に居る親へ孝行の致しやうありや如何

	 天地の間にうへもなき貴き物ハ如何

	 奢の根元とハ如何

最後の問題は「心を楽にする根元ハ如何致し候ハハ楽になり候哉」である。

　会輔の問題をこのようにして概観すると、その内容の殆どは 3 つの特徴でまとめることができる。第一に、これ

らの問題はおおかた世俗倫理の問題に属するもの、つまり日常の生活と密接な関係にある道徳の問題であるという

ことである。第二に、その多くが「心」の問題に集中しているということである。これは心学講師達の主な関心

が、聴衆の人々に心学思想を喧伝することに寄せられていたことを物語る。第三に、問題の設定はみな非常に具体

的現実的でありながら、その内には一定の哲理を内包しているということである。

　私たちにとって大変興味深いのは、これらの民間社会における対話の場面が非常に生き生きと活溌で、講学者と

講学対象の人々の間の相互の交流も非常に自由で、かつリラックスし解放されているということである。ここから

深く考えさせられるのは、16 世紀以後の明清における中国の講学の伝統の中にこういった講学の様式を見出すこ

とが出来ないのは何故なのだろうかということである。それはひょっとすると文字記録が失われたためではなく、

明清中国の伝統社会が終始このような講学の気風を持っていないことが原因なのかもしれない。もし明代中頃の心

学の講学について残された資料を見たとして、それらの士人の筆による講学の記録から私たちが見出すことが出来

るのは、往々にして士人達が高みに立って下を見下ろしたような道徳の説教か、或いは儒学経典の知識をめぐる議

論のみであって、上述の石門心学の講師達が推進していた日常生活に合致した問答が繰り広げられる「会輔」のよ

うな講学の形式は、ほとんど見出すことは出来ないだろう。しかし明代心学者とそれ以前の儒者の講学の気風はや

はり異なるのであって、彼らは民間社会の倫理の問題及び郷村秩序の建て直しの問題に十分に関心を払っており、

それによって明代心学者の中のある者は郷村での講学に熱中した 21。ただし両者を比較して言うと、講学の方式や

その内容から見て、中国心学と日本心学との間に存在する差異は明らかであり、その最も重要な差異は以下のよう

なものである。それは江戸期の知識人達について言えば、儒学とは結局のところ外来の文化であって、彼らは儒学

の知識を獲得するのと同時に、すぐにそれらの知識を江戸期社会の生活常識ないし行動常識と合致するように変化

させる必要があることに気付いた。そのため彼らの講学は日本固有の伝統的道徳観念と互いに結合したものでなけ

ればならなかった。従って客観上から言えば、彼らの一連の思想活動はその実、ある種の「儒学日本化」による再

創造であったということができる。

　最も注目に値するのは、儒家倫理の重要徳目である「仁義礼智信」が、なんとわずか 15 才の日本の郷村の少女

の口にのぼされていることである。これは日本の辺鄙な村落社会においてすでに一定の儒学知識が備わっていたこ

とを充分に物語っている。これにより、彼らの日常教育の中で儒家経典に一定程度の接触していたことは確実であ

るという推断もできる。当然のことながら、彼らはこれらの知識を受動的に受け容れていただけではなく、積極的

にこれらの儒学知識と日本独特の心学理論とを互いに結びつけ、彼ら自身の日常生活の中での実践へと変化させて

いたのである。

三　余論「津田観点」再考

　今まで述べてきたことにより、私たちは津田左右吉（1873-1961）が日中間の思想の関係において提示した代表

的な観点に対しての再考を引き起こされる。彼の提示した観点をさしあたっては「津田観点」と呼ぶ。実のとこ

ろ、この「津田観点」は、儒学思想は従来日本人の「実際生活」の中には入り込んでおらず、そのため、儒学は日

本の郷村社会と完全に絶縁の状態に置かれたように考えるものであった。しかしこの観点は明らかに日本心学の民

間文書が反映している「草の根化」運動の実情と符合しない。
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　津田は 20 世紀初頭の日本学界の非常に著名な東洋学者であり、彼の専門の研究領域は日本思想史であったが、

常に日中両国の思想の領域にまたがって研究を行っていた。津田の学術的立場は非常に鮮明で、彼は日本本位主義

の立場に立って、日本文化と中国思想の関係についての考察を行った。その際、津田は以下のような認識を堅持し

た。それは日本の歴史と文化は独自の形成と発展を続けてきたものであり、中国思想の所謂「影響」とは無関係で

ある。中国思想、特に儒学は非常に早い時期に日本に伝来したが、しかし儒学はただ文献上の知識として知識人達

の関心をそそるに留まり、儒学思想の根本の所は日本人の日常生活に入っていくことは出来ず、その上日本人の生

活上の指導原則を成り立たせることもなかった。日本社会の実際の日常生活でいえば、自身等がもつ国民道徳の原

則がその間を終始一貫していた。これが津田の認識であった。これにより、津田は中国の道教と日本の神道との間

の実質的な関連について、如何なる存在をも断固として認めないのみならず、中国儒教に関しても「書籍の上の知

識として、思想として、學習せられ講説せられたのみであって、實生活には初から入りこまず、また入りこむこと

のできないものであったからである」と考えていた 22。

　では津田のこのような判断の根拠はどこにあったのだろうか？津田の指摘によれば、例えば皆が理解しているよ

うに、儒教において人々の生活に具体的な規範を提供するのは礼であるが、しかし「日本人が決して儒教の禮を學

びそれを實行しようとしなかったことは、最もよくそれを證明するものである」とされる 23。津田のこれらの論点

を如何に評価すべきかに関しては、より全体を通した考察を行う必要があり、私が本稿において唐突に断言できる

ものではない。ただ少なくとも有る点では非常に明確であって、もし津田の日本本位主義の立場をひとまず置き、

更には中国に対する蔑視の感情を学術研究から排除すれば 24、私たちにとって、日本文化の主体性の強調は、本来

は見るべき点があると考えるべきである。しかしもし中国儒学（或いは儒教とも称する）が、ただある種の知識趣

味としてだけみなされて、全く日本社会の実際生活の中には入り込んでいないと説くならば、その結論は強引な独

断の可能性がある。この結論を導いた原因は、津田本人がただ広く公開されているような典籍や書物からだけで日

本文化の中の中国思想を理解しようとし、『心学入門手册』のような民間文書に触れる機会がなかったことにある

のかもしれない 25。言い換えれば、津田の中国ないし日本の儒学に対する理解は、ただ典籍だけからの知識に限ら

れていたのかもしれない。もし津田が民間文書に対しても深く切り込んで全面的な理解をしたならば、私たちは津

田が下すであろう結論に対して、全く異なる印象を持ち得ただろう。何故ならば、これら日常生活からの思想にお

ける記録において、事実はすでに非常に明らかなものとなっているからである。それは江戸晩期の日本社会の民衆

生活と最も近接し、最もよく当時の日本の生活シーンを反映している資料の中から、我々は多くの儒学よりもたら

された知識及び概念を見出すことが出来るが、しかしこれらの儒学知識は絶え間なく起こる「日本化」という転換

のただ中にあり、日本心学が喧伝する「正直」「堪忍」などの日本的倫理概念と交錯を起こしてもいるという事実

である。

　当然のことながら、重要なのは資料の数量から日本文化の中に些かの中国的要素が含まれることを証明し、そこ

から中国文化が日本に対して決定的な「影響」を与えてきたことを推断することではない。資料の綿密な整理と全

体的な把握によって、日本における中国思想の「日本化」を理解することが重要である。例えば儒学が日本社会に

伝来した際、日本人は能動的に吸収（日本語で「受容」と称する）し、受動的に受け容れたのではなかった。すな

わち、儒学が日本社会に溶け込んでいく過程の中で、必然的に「日本化」の現象を発生しているのであり、このこ

とを私たちは看過することは出来ない。この意味で、恐らくは津田の以下の観点が全くの道理外れでもないという

ことを認めざるを得ないだろう。津田の認識では、中国思想が日本に伝来してから、日本土着の文化による改造に

より、「日本化」とも呼べる現象が現れた結果、二度と本来の「中国制」に戻ることはないとされる 26。この観点

は間違いなく成立するものである。ただ問題は依然として、「儒学日本化」という歴史論の背後に、明治維新の成

功以来次第に昂揚した「蔑視中国」という道理に背き暴走した感情に対する同情や理解が潜在していないかどうか

であって、これは格別に留意しなければならない問題である。

　溝口雄三の分析に照らすと、津田を代表とする「近代主義中国観」は、国が弱体化し民衆が窮乏しているという

現実に置かれていた当時の中国に対して取らせた批判と蔑視の態度であり、この態度の背後には、その実ある観念

が災いしていた。即ち「近代日本は亜細亜アフリカの諸国に比べて先進国化しているという観念を自認していた」

とされる観念である 27。本来「儒学日本化」とは、学術的な観点或いは考察の視点として、自ら合理性を保持して
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いる。それは当初の仏教が中国に伝来してより後に、やはり同様に「中国化」の経過を辿ったように、この種の事

例は文化交渉史上においてしばしば見受けられる少なからぬ現象なのである。しかし近代日本の複雑な学術史・思

想史の文脈の中で、「儒学日本化」という学術用語は、幾重もの非学術的な複雑な要素で語られることが多かった。

これこそ私たちが今後慎重に対処し、省察を加えなければならない課題なのである 28。

＊本論文は国家社科基金重点项目「日韩朱子学的承传与创新研究」（13AZD024）による研究成果の一部である

注

１ 明代講学活動に関する研究は、21 世紀にはいって以降、すでに大量の研究成果の蓄積がある。例えば拙著『明代知识界讲
学活动系年：1522-1602』（上海　学林出版社　2003 年）や、吕妙芬『阳明学士人社群──历史、思想与实践』（台北　中央
研究院近代史研究所　2003 年）、张艺曦『阳明学的乡里实践─以明中晚期江西吉水、安福两县为例』（北京　北京師範大学
出版社　2013 年（同書の初出は「台湾大学文史丛刊」版（2006 年）である））などがある。

２ 拙稿「德川日本心学运动中的中国因素──兼谈“儒学日本化”」（『中华文史论丛』2013 年第 2 期　161 頁）を参照。
３ 「大伝統」と「小伝統」について、これはアメリカ人類学者のロバート・レッドフィールド（Roboert Redfield）地域社会研

究の中で提示した対概念で、分析により文明社会中にはランクの異なる文化の伝統が存在することを示したものである。当
然この両種の伝統は完全には分断することは出来ず、エリート文化と庶民文化それ自体には区別もあれば相互補完性もあ
り、庶民文化は更にエリート文化の基礎であって相反するものではない。拙著『明末清初劝善运动思想研究』（台北　台大
出版中心　2009 年　168-170 頁）を参照のこと。他に余英时『儒家伦理与商人精神』（『余英时文集』第 3 巻所収（桂林　広
西師範大学出版社　2004 年））、赵世瑜『大历史与小历史──区域社会史的理念、方法与实践』（北京　三聯書店　2006 年）
も参照。

４ 上掲の拙稿「德川日本心学运动中的中国因素──兼谈“儒学日本化”」を参照。
５ 「下館町」は日本の関東地区の茨城県西部の栃木県と隣接する地域に位置し、かつては「常陸国真壁郡」に属し、現在の茨

城県筑西市にあたる。
６ 長谷川伸三「文政期下館町における石門心学の青少年教化の実際──中村兵左衛門家文書「心学こゝろのしらべ」の紹介

──」は、茨城県史編さん委員会『茨城県史研究』第十六号（1970 年）に初出後、現在今井淳・山本眞功編『石門心学の
思想』（東京　ぺりかん社　2006 年　328-354 頁）に収められている。

７ 当時の日本語を用いた説法で「講釈」と呼ばれ、経書を解説するという意味である。しかし石田梅岩の場合の所謂「講釈」
の内容は、経書の解説に限らず、処世の方法から人生の道理、家族倫理などの問題に広汎にわたっており、その中には更に
仏教や或いは神道の思想内容に関わるものも含まれる。

８ 一般的に、「梅岩心学」とはおおむね石田梅岩個人の心学思想を指し、「石門心学」とは主に石田梅岩が創始しその後学に連
なる心学学派を包括して指す。本稿が取り扱うのは梅岩自身の心学理論ではなく、石田梅岩の心学学派が展開した講学運動
を主な問題としているため、多くは「石門心学」という言葉を用いている。

９ 詳しくは上述の拙稿「德川日本心学运动中的中国因素──兼谈“儒学日本化”」の 156-158 頁を参照。
10 以上は石川謙『石門心学の研究』（東京　岩波書店　1938 年）の 476-478 頁を参考にした。
11 以上は佐々井信太郎『二宮尊徳伝』（東京　日本評論社　1935 年）第 14 章「下館の仕法」を参照し、また上述長谷川論文

（『石門心学の思想』所収 333 頁）より引いている。二宮尊徳の思想に関する中国語の専著として刘金才・草山昭『报德思想
与中国文化』（北京　学苑出版社　2003 年）がある。

12 安丸良夫の 1960 年代以来の民衆思想史の領域における研究成果及び残された問題については、安丸良夫・磯前順一『安丸
思想史への対論─文明化・民衆・両義性─』（東京　ぺりかん社　2010 年）で参照出来る。

13 安丸良夫『日本近代化と民衆思想』（東京　青木書店　1974 年）の 9 頁に見える。また逆井孝仁「「通俗道徳」の思想構造
──「心」の哲学成立の思想史的意義──」（古田紹欽・今井淳編『石田梅岩の思想──「心」と「倹約」の哲学──』（東
京　ぺりかん社　1979 年）に所収。49 頁）を参照のこと。

14 上述の逆井論文を参照。
15 上述書の 51 頁による。
16 以下の引用はすべて上述の長谷川伸三「『心学こゝろのしらべ』紹介」の文による。『石門心学の思想』の 335-354 頁に見え

る。以下の引用も全てここから引くが、個別の引用の頁数を注に出すことはしない。
17 日本社会における「イエ」概念については、竹田聴州『日本人の「家」と宗教』（『竹田聴州著作集』第 6 巻　東京　国書刊

行会　1996 年）、渡辺浩『日本政治思想史──十七～十九世紀』第 4 章「家職国家」と「立身出世」（東京　東京大学出版
会   2010 年）を参照のこと。渡辺は特に日本社会の「家」と中国的「家」概念が全く異なることを強調しており、そのた
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め彼はわざわざカタカナの「イエ」（漢字「家」の日本語訓読み）を用いて表記している。また日本的「イエ」が指し示す
ものは、単に家庭或いは家族を指すだけでなく、主な意味として「ある種の組織、或いは法人のことである。それは組織と
しての社会的機能を備えている」とする。日本社会は、一村一郷の農民社会から武家社会ないし朝廷内部に至るまで、全て
はこの「イエ」を基本単位とした一種の「イエ集合体」（上述書 72 頁）であり、これらの「イエ集合体」への服従の行為を
絶対不変の真理である「家職」とみなし、更には「天職」であるとみなしていた。

18 日本語の「公」に関して、字源学的な視点より見ると、「公」は日本語訓読みでは「オオヤケ」と読み、その「オオ」は
「大」であり、「ヤケ」は漢字の「家」「宅」を意味する言葉である。つまりその原義は日本古代の農業を中心とする社会共
同体が擁する共同施設を指し、それがやがて共同体の首領の意味へと帰属し、さらには共同体の公共的機能の意を備えた。
このことからわかるように、日本語の「公」と漢語の「公」とでは意味の上での違いが大変大きく、同一視することはでき
ない。詳しくは田原嗣郎「日本の『公・私』」、溝口雄三『中国の公と私』（東京　研文出版　1995）所収、91-130 頁を参照。

19 そのため、江戸中期には「家業道徳」という概念すら現れた。例えば元文五年（1740）刊行の一書は、書名を『家業道徳
論』（著者は河田正矩）というが、これなどはその一例である。渡辺浩の指摘によれば、これらの「家業」を重視する道徳
観は江戸期の社会体制と互いに合致し、そのため江戸時代の歴史研究の領域においては、ある学者が「家職国家」という概
念を提示し江戸期の社会の基本的な特徴を概括することすらあった。渡辺浩の見解は上述の著書『日本政治思想史──十七
～十九世紀』第 4 章「家職国家」と「立身出世」の 78-83 頁を参照のこと。「家職国家」の概念に関しては、石井紫郎『日
本人の国家生活』（東京　東京大学出版会　1986 年）220 頁から出ている。引用は上述の渡辺浩の書の 72・86 頁から。

20 「堪忍」は元は仏教用語であり、後に石門心学の特殊な概念となった。意味は隠忍・忍耐或いは「屈辱に耐え重荷を背負う
こと」であり、一種の美徳とみなされた。

21 拙著『泰州学派研究』第 5 章「何心隠：乡村改良运动的实践家」（北京　中国人民大学出版社　2009 年）の 290-312 頁及び
拙稿「以“讲会”兴起“善人”── 17 世纪东亚文化交涉与福建乡绅的讲学活动」（日本　関西大学文化交渉学教育研究セン
ター『東アジア文化交渉研究』第 3 号　2010 年 3 月（縮小版「“云起社”与 17 世纪福建乡绅的劝善活动」は『云南大学学
报』（2012 年第 5 期）に、また人大复印资料『明清史研究』（2012 年第 12 期）に全文を転載））を参照。

22 津田左右吉『シナ思想と日本』「前言」（東京　岩波書店　1938 年「岩波新書」）の 2-4 頁と 53 頁以下による。津田の思想に
関しては、家永三郎『津田左右吉の思想史的研究』（東京　岩波書店　1972 年）を参照すべし。引用は同書の 161 頁による。

23 注 22 の上述書 161 頁。津田の「日本人は決して儒教の礼を学習せず」という観点に対して、近年吾妻重二が江戸期儒教の
礼儀の実践の大量の資料を用いた、今までにない新たな一連の研究を進めることにより、津田観点に対して疑問を提示し
た。吾妻重二『朱熹「家礼」実証研究 --- 附宋版「家礼」校勘本』（呉震編）第 2 章「江戸時代儒教礼儀研究」（上海　華東
師範大学出版社　2012 年）を参照。

24 津田の中国に対する批判は往々にして独断的非難に近く、それはこの『シナ思想と日本』という書の中でもしばしば見受け
られる。葛兆光「国家与历史之间──从日本关于中国道教、日本神道教与天皇制度关系的争论说起」の中では 5 条が数え上
げられている（氏の著書『宅兹中国』第 6 章（北京　中華書局　2011 年）の 202 頁に見える）。私はこの 5 条に少し付け足
したいと思う。例えば津田はこのように述べている。「學説としての理論を立てるのが主旨では無く、直接に現實の政治を
指導し道徳を指導しようとしたものであるところに支那思想の特色があり、従ってそれは普遍性の甚だ乏しいものである」

（『シナ思想と日本』7 頁）。ここで津田はこのように述べている。中国思想には普遍的問題への探究が乏しく、そのため理
論性に乏しく、ただ実際の問題に対する関心があるばかりで、普遍性は存在しなかったと言えると。この結論は検討するに
値するが、明らかにこれは津田の儒学ないし中国文化の基本に対する誤解である。この「誤解」はもとより其の近代理性的
学術の立場によるものであるが、しかしその観点の背後にあるセリフが潜んでいるのは明らかなことである。それは中国思
想が普遍性を備えていないのであるから、中国の領域外、例えば日本に対して中国思想が何らかの影響を生み出すことは全
く不可能であったというセリフである。そのため津田はこのような指摘すらする。「儒教道徳の根本とせられる「孝」」と
は、畢竟ただ「身を保ち生を保つ」がためであって、そのため本質上からすればこれは「一種の利己主義」であると（同上
述書 13-14 頁）。これは根本上からの儒家の孝道思想の否定であった。更に言えば、「孝」が儒教道徳の根本とみなされるこ
とによって、儒教道徳全般すらも大きく問題とされているのである。

25 拙文「德川日本心学中的中国因素」の中で紹介している他の日本の民間文書、例えば 19 世紀初頭の飛騨の国（按ずるに今
の岐阜県北部の飛騨市）の心学講学実録──二木長嘯稿・大野政雄校『講席日誌』（初出は飛騨郷土学会『飛騨春秋』第
150 号　1970 年 2 月、今井淳・山本眞功編『石門心学の思想』280-327 頁に再録）を参照のこと。他に今井淳「飛騨の心学
運動──二木長嘯の『講席日誌』──」（初出『専修大学人文学研究月報』第 15 号　1970 年、今井淳・山本眞功編『石門
心学の思想』269-278 頁に再録）を参照。

26 津田左右吉『日本の神道』第 2 章「奈良朝までの思想に於いて」（『津田左右吉全集』第 9 巻　東京　岩波書店　1973 年）
の 20 頁（中国語訳本は邓红译訳　北京　商務印書館　2011 年）。按ずるに、これは津田が中国道教と日本の神道との関係
の問題に提示した一つの観点であり、当然のことながら彼が中国文化と日本文化との関係の問題に対して下した判断が、同
様にこの問題にも活用されている。津田の観点に対して、道教研究専門家福永光司（1918-2001）は『道教と日本文化』（京
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都　人文書院　1982 年）及び後に著した「津田左右吉博士と道教」（『東方宗教』第 61 号　1983 年）の中で、厳正な批判を
展開した。福永の批判に対して、反論を行ったのが福井文雅（1934-）であり、その著『漢字文化圏の思想と宗教−儒教・
道教・仏教』所収の「上代日本と道教との関係」（東京　五曜書房　1998 年）271-515 頁に見える（中国語訳本では徐水生
訳　武漢　武漢大学出版社　2010 年の 221-256 頁に見える）。福永と福井との間で津田をめぐって発生したこの学術論争に
関しては、葛兆光に簡単な考察がある。上述の氏の著書『宅兹中国』第 6 章「国家与历史之间」198-207 頁を参照のこと。

27 溝口雄三『方法としての中国』（東京　東京大学出版社　1989 年）の 6 頁。
28 拙稿「19 世纪以来“儒学日本化”问题史考察：1868-1945」（『杭州師範大学学報』2015 年第 5 期に記載）を参照。
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東国大学校仏教大学（韓国）と 
東洋大学国際哲学研究センター（日本）の 

共同研究報告（第 2 回から第 4 回）

佐藤　　厚

　本稿は東国大学校仏教大学（韓国）と東洋大学国際哲学研究センター（日本）との共同研究の第 2 回から第 4 回

までの共同研究の報告である。これは 2014 年 5 月に締結された共同研究協定に基づくものであり、そのテーマは

「近代における日韓両国仏教の変遷」である。

・第 2回研究会

　2015 年 3 月 19 日、東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホールにて、第 2 回研究会が開催された。

司会は岩井昌悟氏（IRCP 研究員 / 東洋大学）が務め、鄭祥教氏（東京大学大学院）が通訳を担当した。開会式で

は、竹村牧男氏（IRCP 研究員 / 東洋大学学長）と姜文善（慧謜スニム）氏（東国大学校教授）が開会の挨拶を述

べた。

　続いて研究発表が行われた。最初の発表は、佐藤厚（IRCP 客員研究員 / 専修大学特任教授）の「1917 年、朝鮮

仏教界首脳の日本視察─日本側の対応を中心として─」である。これは日本の植民地時代における韓国仏教界への

日本側の認識を論じたものである。次いで高榮燮氏（東国大学校教授）の「万海（韓龍雲）の日本認識─仏教界に

おける愛国啓蒙運動の思想的端緒─」と題された発表が行われ、植民地時代に活躍した韓龍雲の愛国啓蒙運動の思

想的バックグランドが明らかにされた。

　昼食をはさみ、三浦節夫氏（IRCP 研究員 / 東洋大学教授）「日本近代における伝統の「発見」─井上円了の『仏

教活論序論』」、金浩星氏（東国大学校教授）「柳宗悦の解釈学における眼目─『南無阿弥陀仏』を中心として─」、

竹村牧男氏「西田幾多郎の禅思想──「逆対応」の論理を中心に」、姜文善（慧謜スニム）氏「近代期の韓国比丘

尼の修禅と悟りに対する一考察」という四つの発表が行われた。これらの発表では、近代仏教に井上円了が果たし

た役割（三浦氏）、柳宗悦による法然・親鸞・一遍の創造的な解釈（金氏）、西田幾多郎の「逆対応」と「平常底」

に基づく禅理解（竹村氏）、近代韓国の女性僧侶の禅修行と悟りの内実（姜氏）が論じられた。その後、全発表者

による総合討論が行われ、活発な議論が展開された。

　最後に村上勝三氏（IRCP 研究員およびセンター長）が閉会の挨拶を行い、研究会は終了した。日本側、韓国側、

双方が東アジアという広い枠組みに立ち、新たな知見を生み出そうとしたことがこの研究会の大きな成果であっ

た。

・第 3回研究会

　2015 年 7 月 11 日、東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホールにて、第 3 回研究会が開催された。

　本研究会の司会は岩井昌悟氏（IRCP 研究員 / 東洋大学）が務め、鄭祥教氏（東京大学大学院）が通訳を担当し

た。竹村牧男氏（IRCP 研究員 / 東洋大学学長）と姜文善（慧謜スニム）氏（東国大学校教授）が開会の挨拶を述

東国大学校との共同研究

第１ユニット：日本哲学の再構築に向けた基盤的研究
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べた後、6 名の発表者による研究発表が行われた。

　最初の研究発表は佐藤厚（IRCP 客員研究員 / 専修大学特任教授）による「朝鮮仏教界の海外情報の摂取─ 1910

年代を中心として─」であった。1912 年から 13 年にかけて刊行された『朝鮮仏教月報』に収録された 5 つの翻訳

文献の検討を通じて、近代朝鮮仏教界が中国や日本の文献をいかに摂取したのか、何を得ようとしていたのかを論

じたものである。

　次いで、金光植氏（東国大学校教授）の「韓国近代仏教「帯妻肉食」の二元的路線─日本仏教受容に対する賛否

の事例」と題された発表が行われた。これは日本植民地時代に広がった僧侶の肉食妻帯の問題に対して、朝鮮仏教

界の反応を賛否の両面から論じたものである。

　昼食休憩の後に行われた研究発表は、三浦節夫氏（IRCP 研究員 / 東洋大学教授）による「井上円了の妖怪学」

である。これは井上円了の生涯と共に、妖怪学の内容とその意義を紹介したものである。次いで金浩星氏（東国大

学校教授）の発表「倉田百三の親鸞理解─『法然と親鸞の信仰（下）』を中心として─」が行われた。これは倉田

百三の親鸞理解について論じたものであり、その特徴と問題点を明らかにした。

　短い休憩を挟み、竹村牧男氏の「鈴木大拙と西田幾多郎」と題された発表が行われた。それは西田幾多郎と鈴木

大拙の宗教哲学を概観し、その意義を明らかにしたものである。最後の発表は、姜文善（慧謜スニム）氏による

「近代韓国禅院の芳啣録に現れた修行文化」であった。これは芳啣録という近代韓国禅院に残された記録から、当

時の修行文化のありかたを論じたものである。

　研究発表の後、総合討論が行われたが、予定時間を超過するほど熱のこもった討論となった。最後に村上勝三氏

（IRCP 研究員およびセンター長）による閉会挨拶により研究会の幕は閉じた。韓日の研究者が、それぞれ異なっ

た視点を提供しながら、新たな知見を目指したことがこの研究会の成果である。

・第 4回研究会

　2015 年 11 月 19 日、東国大学校・茶香館セミナー室にて、第 4 回研究会が開催された。

　研究会の司会は金浩星氏（東国大学校教授）らが務め、朴基烈氏（東国大学校講師）らが通訳を担当した。開会

式では宗浩スニム（仏教大学院・仏教大学長）の開会の挨拶が行われ、続いて竹村牧男氏（IRCP 研究員 / 東洋大

学学長）、韓普光氏（東国大学校総長）による祝辞が述べられた。続いて 6 名の発表者による研究発表が行われた。

最初の発表は、竹村牧男氏の「近代日本仏教における戒律復興運動の 2、3 の動向について」である。これは日本

仏教における戒律をめぐる歴史、戒律復興運動を概観した後、近代における戒律復興運動の例として、釈雲照律

師、釈定光をとりあげ、その歴史的意味を明らかにしたものである。

　続いての発表は朴仁成氏（東国大学校教授）による「遍行心所觸に対する深浦正文の解釈」である。これは大乗

仏教の唯識思想、法相宗の中心典籍である『成唯識論』の中、遍行心所觸という言葉の解釈をとりあげ、日本の近

現代の仏教学者である深浦正文が『唯識論解説』などにおいて原文を誤読したまま解説を行っていることを指摘

し、原典に基づく正しい解釈を提示した。

　昼食をはさんで午後の発表が行われた。第一部の発表は二人である。最初は三浦節夫氏（IRCP 研究員 / 東洋大

学教授）の「井上円了と清沢満之─近代日本の仏教者」である。これは近代仏教の重要人物である井上円了と清沢

満之とをとりあげ、両者の活動を概観した後、近代仏教史における両者の共通点を四点指摘した。続いて姜文善

（慧謜スニム）氏（東国大学校教授）の「1920~1940 年代、日本の朝鮮仏教復興運動とその様相─中村健太郞『朝

鮮生活 50 年』を中心として─」である。これは植民地時代に朝鮮半島で活動した中村健太郞、阿部充家、小林源

六をとりあげ、彼らが当時、朝鮮半島の仏教をどのように振興させようとしたかを明らかにしたものである。

　休憩を挟み、午後の第二部の発表が行われた。最初は佐藤厚（IRCP 客員研究員 / 専修大学特任教授）による

「『朝鮮仏教総書』刊行計画─ 1920 年代朝鮮における幻のプロジェクト」である。これは、1920 年代、日本の植民

地下の朝鮮において朝鮮撰述文献だけを収録した『朝鮮仏教総書』の刊行計画があった。この背景には、当時日本

で刊行された卍続蔵経の中に朝鮮半島では失われた仏書が多数収録されていたこと、日本で日本撰述文献だけを集

めた大日本仏教全書が刊行されたことがある。結果としては実現しなかったが、この計画の経緯について、中心人



59国際哲学研究５号 2016

物である李能和、鄭晄震の活動を中心に論じたものである。

　続いて高榮燮氏（東国大学校教授）による「雷虚金東華の仏教認識─宇井伯寿と関連して」である。金東華（号

は雷虚）は植民地時代に日本の立正大学に留学した僧侶で、第二次大戦後には韓国の仏教学会の中心になるととも

に東国大学校の総長を務めた人物である。先行研究では、金東華の主著『仏教学概論』（1954 年刊行）が、日本の

現代の代表的な仏教学者である宇井伯寿の『仏教汎論』（1947、48 年刊行）の影響を大きく受けたものであるとの

評価がなされていたが、それに対して高榮燮氏は、影響はごくわずかなものであり、大部分は金東華の独創による

ものであることを論じた。

　個人発表の後、総合討論が行われた。司会は朴京俊氏（東国大学校教授）であった。そこでは司会者による各発

表者への質問、会場からの質問、発表者相互の質疑応答が活発に行われた。最後に閉会式が行われた。閉会の辞を

述べた宗浩スニム（仏教大学院・仏教大学長）は、今回の研究会を振り返るとともに、2 年間の共同研究が今回で

終わることを惜しみ、その再開を期するとの言葉で締めくくった。

・おわりに

　2014 年 11 月から 4 回にわたって行われた共同研究会は、当初の申し合わせ通り、東国大学校で 2 回、東洋大学

で 2 回開催された。その中では合計 24 本の発表が行われた。内容を大きく分類すると、日本の近代仏教、韓国の

近代仏教、近代における日本と韓国の交流になる。これらは、いずれも「日本と韓国の近代仏教の変遷」という大

会の主題を考えるに際し重要な問題を提起するものであり、今後、この分野を研究していく上での指標になると考

えられる。さらに研究会を通して培った両大学間の交流は、必ずや将来の両大学の実りある交流につながるもので

あることを確信する。
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井上円了の解釈学的方法論  
─ 「奮闘哲学」を中心として ─

金　　浩星

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．「活」選択の教判

Ⅲ．教外別伝的な読書法  

Ⅳ．重頌とパロディー（parody）スタイルの書き方

Ⅴ．結び

Ⅰ．はじめに

　私は井上円了（1858-1919）という人物についてよく知らなかった。井上円了関連の論文 2 や書物に触れたこと

もなかったし、井上円了の著述にも接したことがなかったからである。ただ松尾剛次の『お坊さんの日本史』とい

う本を通じて「護国愛理の井上円了」3 というイメージだけを持っていた。

　正直にいうと、知らなかっただけでなく、興味もなければ好感も持っていなかった。「護国愛理」を主張してい

た人物であるとしたら、王法（rājadharma）と解脱法（mokṣadharma）とを共に修めようとする態度ではないか。

そうした井上円了（あるいは当時の日本仏教）の論理こそ、遠くは『平家物語』の時から近くは近代の帝国主義に

至るまで、日本の侵略の正当化、またはそれを擁護するための手段として働いていた理論ではないかと思った 4 か

らである。同じく、西洋文明に対応するために東洋や日本を語り、東洋主義や日本主義を説く彼の態度について

も、私はあまり好感が持てなかった。実際、その東洋主義や日本主義については当時でも批判 5 の声が出ていた。

 　結局、アジア主義の標榜がアジア各国の侵略と支配に理論的に寄与したことも事実であろう。ところがタゴー

ル（Rabindranath Tagore、1861-1941）は、東道西器や中体西用には共感していなかったが、東洋と西洋は相通じ

る 6 ところがあると見ていた。私もそう考える。

　ただ井上の対応が、キリスト教による仏教批判に応じた理論的次元のものであったとしても、それは考慮に値す

る問題であると思う。今や様々な宗教が世界中に存在することを互いに認め合い、お互いの価値を認めながら共存

していこうとする宗教多元主義の時代になり、我々仏教人としても宗教間の共生と尊重を摸索する方が良いと思

う。また、たとえ仏教改革を主唱したとしても、そうした機能的次元での改革より僧伽や仏教徒各自の内的な覚

性 7 が最も緊要な問題になっているのではないか。

　このように、ある意味では私の立場や物書きの指向という点では、井上とは正反対に近い位置にあるかもしれな

い。よって私の観点は、井上円了の 1887 年に設立した哲学館の後身であり、井上円了の記念事業を展開している

東洋大学の趣旨とは、かなりの距離があるかも知れない。また、その「距離感」は、時間と空間、また主体 8 の相

違によるであろう。その「距離感」にとらわれず全く井上の時代、井上の立場で彼を理解するのは難しい。むしろ

徹底的に現在の私の時代、私の立場から、井上を判断するしかない。その後に残る部分があれば、それこそ井上と

私の時代とが共有できうる普遍性（text）と言えよう。また、そうした普遍性だけは積極的に受容し続けていくべ

きであろう。そのため、距離感や相違の根源である時間・空間・主体──こうしたことがらを私はコンテキスト

（contex）と言い、普遍性（text）と区別 9 する──などの違いを鋭敏に意識する必要がある。

1

東国大学校との共同研究

第１ユニット：日本哲学の再構築に向けた基盤的研究
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はたして井上円了と私の間に共有できる何かがあるだろうか。あえて似ている部分を見つけようとすれば、ないこ

とはないだろう。せめて共通の関心事が一つでもあるだろう。たとえ、その内容にまでは至らなくとも一応、共有

する関心事、または共有できる言語があれば、それから対話が始められるだろう。

　まさにその共通の関心事に対する情報を提供してくれたのは、竹村牧男の次のような言葉である。

 井上円了といえば「現象即実在」の立場に到達していたわけですが、しかもそこにとどまってるわけではあり

ませんでした。この実在と相即する現象は、対象的・固体的に捉えられるべきものではなく、活動態であると

いうのです。円了は哲学研究の結果からしても、ひたすら活動することこそが、もっとも究極の立場だと見き

わめています。いわば、「活動主義」とでも呼ぶべき立場です。ここが円了の哲学の核心になってきます。10

　「ひたすら活動」という究極的な立場を、井上は「活動主義」と自称した。これは豊かな想像力による名づけの

鬼才・井上の造語と思われ、井上の哲学思想に対して活動主義をその核心として把握した竹村の観点も、また卓見

であると思う。寡聞にして、私は「活動主義」という言葉で井上思想の核心を評価した学者が従来いたかどうかは

知らない。

　「活動主義」という言葉に私が惹かれたのは、自分の中にもそれに似ている指向性があったからかもしれない。

その活動主義を、大乗仏教の菩薩行やヒンドゥー教の聖典の『バガヴァッド・ギーター Bhagavadgītā』における

行為の道（karma-yoga）11 と共観（共に考慮すること）して見るとどうなるか。残念ながら、その比較哲学的な

作業はこの論文ではできないが、井上の活動主義に関して検討しようと思う。幸いにも竹村からの情報によれば、

この活動主義は『奮闘哲学』12 に詳細に言及されているという。

　名前からして魅力的な『奮闘哲学』は、井上円了が設立した「哲学堂において、日曜講話と夏期講習との際、講

述せるものを根本とし、これに枝葉を添えたるもの」（207）13 である。講義録を元にしたものであるが、時期的に

逝去の 2 年前（1917）に出版されたことを考慮すると、彼の思想を全般 14 的に纏めたものと言えよう。

　しかし活動主義の思想が『奮闘哲学』のある特定の部分で集中的に解明されているのではない。10 のテーマ 15

を述べる中で、ところどころに活動主義の思想を散布しながら繰り返しているだけである。そこで、ここでは活動

主義に関する彼の言及を再整理して見ようと思う。はたして活動主義の本来の面目 16 は何か、またそれの究極的

な指向点は何か。こうした疑問に対する解明は最も重要かつ意味のある研究課題になるであろう。

　ところで、活動主義の解明のために読み始めた『奮闘哲学』を通して、井上円了と私の間に活動主義の外に、も

う一つ共通の関心事があることがわかった。それは、仏教解釈学（Buddhist Hermeneutics）である。井上は「西

洋哲学を伴う仏教解釈学」17 を研究していたし、そうした解釈学的方法論に立脚して活動主義の思想も構築したの

である。井上自らも、自分の作業が解釈学であることを充分に意識していたようである。「私の研究法（講究法）

は従来の注釈的な学風とは大いに違う。」18 と述べたという。

　活動主義の本来の面目やその指向性に対する穿鑿は別の機会に譲ることにして、まず彼の解釈学的方法論につい

て検討してみよう。方法論の解明は作業の順序でいえば活動主義を検討するための予備的考察ともなるが、そのこ

と自体も活動主義の本来の面目や指向性と切り離すことができないことである。活動主義に対する言及がよく登場

するのも、そのためである。

Ⅱ．「活」選択の教判

　晩年の作品という点でもそうであるが、『奮闘哲学』には井上円了らしい声とスタイルがよく現れている。それ

はまさに魅力的で、吸引力が強い。特に彼は「（何々）主義」が本当に好きなようだ。幾つの例を挙げてみよう。

 「余は向下主義をとり」（221）

 「余はかつて不読主義を唱え」（222）

 「［…］余がとるところの活哲学の主義である。」（240）
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 「哲学者には往々哲学眼中国家なしの主義をとるものあるも、余はこの相含の理より哲学中に国家あり、国家

中に哲学ありの主義をとり」（251）

 「いよいよ仏教の活動主義を明らかにするには」（270）

　哲学は概念の遊戯であり、哲学の内容が異なれば、それを表わす概念も新たに考案しなければならないという点

を考慮すると、井上は自らが自任したように、まさに哲学者と呼ばれるに値する。上に挙げた「－主義」は、全く

井上円了の造語である。そうした「主義好きな」井上の主義こそ、何と命名すれば良いか。彼の哲学は、自らが

語ったように「活動主義」という語で代弁できるだろう。私も彼の嗜好に応ずべく、彼に相応しい命名を行いたい

と思う。それは死活分別主義。そうだ、これが彼に付けたい名である。彼は死か活かを絶えず分別し続けていた、

死活分別主義者であった。その例を見てみよう。

 「国を益する活学を、［…］世間知らずの死学」（212）

 「死書を見て死んだ学問するよりも、天地の活書読むが哲学」（223）

 「要するに余の哲学は死哲学にあらずして活哲学である。」（226）

 「［…］仏教が活気を失える死仏教となるのである。［…］今日の時勢に

 適するように説くのが、活仏教、活真宗というものである。」（391）

 「かくのごとく転ずるを活転と名付けてよい。しかるに今日の僧侶はこれを死転している。」（423）

　これらの例は明示的に死と活が揃って対比され、提示されている。ところが表面的に「活」ばかりを示していて

も、その裏面には「死」を想定する。死活を分別する例を抜き出すと、その数はさらに増える。以下、〔　〕を付

けて、彼が分別した死活すべてを網羅してみると、次のようになる。

　　学問：死学、活学

　　冊：死書、活書

　　仏教：死仏教，活仏教

　　真宗：［死真宗］、活真宗

　　哲学：死哲学、活哲学

　　転法輪：死転、活転

　　教育：［死教育］、活教育（326）

　　知識：［死知識］、活知識（327）

　　眼目：［死眼］、活眼（327）19

　井上は自分が関与し、興味あること全てに対し、それが死んでいるか、活きているかを問う。まさに死活分別主

義と命名するに値する。なぜ彼はそれほどに死活の分別に没頭したのであろうか。それは「死」を捨てて「活」へ

進むことを主張するためであった。彼にとって、眼の前の現実は「死」であり、「活」は未だ現前するものではな

かった。「活」は未だ彼の胸中の理想として存在しているものであった。それで、彼は死活の分別の後、「死」を捨

てて「活」に入ろうとする捨死入活を主張しているが、「死」と「活」とを共に同一の現実態として両立させよう

とするのではない。むしろ、存在すべき「活」により既に存在していた「死」を代替させようとしただけであっ

た。

　現に存在するもの全ては「死」のみであり、彼は容赦なくその現実を捨てる 20。そうして、未だ存在してない

「活」を択び、さらにその「活」をひたすら実践することを求める。これは一種の教相判釈 21 と言える。それは既

に存在していた「死」と自分が提起する「活」との間に、価値の優劣を評価するからである。前述したように、そ

の点で、井上は仏教解釈学者であることは間違いない。それは、ひたすら念仏だけを唱えることを主張した鎌倉新

仏教の担い手・法然（1133-1212）を連想させる。法然が諸行を捨てたように、井上も既に存在していたあらゆる
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ものに「死」というレッテルを貼って捨ててしまう。容赦なく捨てる。さらに、その廃墟の上に、彼は自らの自己

の哲学を提示する。それが活動主義 22 であり、諸々の「死」を捨てて「活」を選び、それのみをひたすら実践し

ようとする立場であった。すると次のような疑問が湧くかもしれない。

 仏教教学の中で彼が取った綜合主義、あるいは綜合仏教的観点と死活分別主義ないし死活の間の教判を通じた

活の選択と専修とは矛盾してないか。

　確かに、彼は「真宗」から離れて「哲学」へと再出家することで、ある特定の宗派の教学にとらわれず、仏教を

全体的観点から眺めることができるようになった。彼は自分の出身の浄土門よりも、時には聖道門に依存したよう

に見られることもあったが、これは鎌倉時代、華厳宗の僧侶でありながら『八宗綱要』を著すなど、日本仏教の包

括的理解を追究し、汎仏教 23 的立場に立っていた凝然（1240-1321）を重視したことからも確認できる。彼が設立

した哲学館の法堂と言える「哲学堂」に三学亭がある。そこには日本古来の三道の中、最も著述の多い三碩学の石

額を奉崇してあるという。それらは平田篤胤（神道）・林羅山（儒教）・凝然（仏教）の三人である。ここで、私が

注目したのは凝然で、彼が日本仏教の代表的人物として掲げられていることである 24。また、井上円了の著述の中

に『八宗綱要ノート』というものがある 25。要するに仏教教学に対する井上の態度は、教判に立脚した宗派仏教の

支持者でもなく、法然のような「専修主義」者でもない。

　しかし仏教教学の次元よりも、理論か実践か、あるいは「理論的な何」か、あるいは「実践的な何」か。結局井

上は、前者の「死」を捨てて後者の「活」を選べ、という教判の態度を明らかに取り、専修のみを主張しているの

である。

Ⅲ．教外別伝的な読書法

　井上円了の活動主義は即ち実用主義 26 である。これは極めて当然であろう。活動とは、現実の中で行われるも

のである。また、彼が言う活学とは、すなわち実学とも言える。それは次のよう言葉によく現れている。

 古来学者が空理を争い空想に走り、実際を忘れ実用を顧みざるようになるときは、必ずその国の衰亡を招くに

至れるの例、決して少なからず。（219）

　そうした理由から、学者たちは実用の哲学をしなければならないというのである。西洋では宗教が実用の現実世

界における責任を担っているので学問は研究だけに専念できるが、日本の場合はそうではないと井上は見た。ま

た、日本の学者たちを「学問の方面において実際をも兼ねざるを得ない状態」（221）に置かれていると把握した。

それで、学問の革新が必要になり、さらに死学ではなく活学に変化しなければならない、と述べたのである。そし

て活学のためには、既に死学になってしまった既存の学問を捨てて、もっと新たな学問の道を開拓しなければなら

ない、と主張したのである。

　ここで我々が着目すべきは、真宗出身の井上が禅宗から示唆 27 を受けたことである。教外別伝・不立文字を原

則とする禅宗こそ、空理空論に陥ってしまった教学の過ちを越え、打破しうる道を提供したという認識によるもの

であった。禅がどれほど活動主義であったか、またどれほど活動主義に関連付けられるか 28 について井上は問わ

ない。ただ、彼の関心事は空理空論の既存死学の批判ばかりに没頭していたのである。その脈絡では、教学全般を

否定した禅よりも適切な模範はなかっただろう。

　実際、教外別伝・不立文字を主唱する禅の家風では、紙などの媒体によって文字化、すなわち書物になった教義

を「死物」（222）に過ぎないものと貶する傾向もあった。禅は、紙の書物より自分の心を読むことがより大切なこ

と 29 と見るからである。しかし、井上は心を読め、とも言わなかった。それは、井上円了が禅を受け入れたとい

うよりは禅宗の一つの側面だけを用いたためである。不立文字を原則とするために紙の書物を離れ、教外別伝を原

則とするために現実を読めと言う。現実はすなわち活書で、つまり現実を読むことこそ活学であり、紙の書物は即
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ち死書で、つまり紙の書物を読むことこそ死学である、という考えを井上は次のような詩を以って詠う。

 天も地もわが家の活書なり、死書を読むより活書こそ読め

 死書を見て死んだ学問するよりも、天地の活書読むが哲学（223）

　はたして天地の活書を読んだ人がいたか。彼は模範例としてソクラテスを挙げる。それはそうである。ソクラテ

スはアテナイの市井に滞在し、市場へ行き、公園を訪問した。市長や公園に集まっていた人々を見ながら哲学をし

た。（222）

　ここで一つの疑問が湧く読者がいるかも知れない。それは、「もし紙の書物が死書であれば、本当にその書物な

どは読まなくても良いのか」という問いである。なるほど！井上の立場がそうであった。井上自らは膨大な読書を

したと思えるが、実際、彼は不読主義を標榜したのである（222）。不読主義とは、何の活動をもせずに書物だけを

読もうとする人々を強く戒めるための逆説（paradox）として理解できる側面があるかも知れない。しかし実際に

彼は紙の書物である死書は読まないように、と言ったのである。彼自らも「二十年来不読書」（222）と詠った。と

ころで問題は、誰でも天地の活書を読めるのかと言う点である。そうではない。活書を読むためには、活眼を持た

なければならない。その例として井上は釈迦と孔子を取り上げる（223）。そうすると、我々は如何にして釈迦や孔

子のような活眼を持つことができようか、という質問は依然として残らなければならない。これについて井上は、

何らのヒントを与えない。

　一見すると、井上円了の教外別伝的な読書法は「実践的読書法」と類似したものではないかと思えるかも知れな

い。かつて、私はガンディー（Mohandas Karamchand Gandhi，1869-1948）を通して実践的読書法の概念を確

立 30 したことがある。ガンディーにおける実践的読書法を構成する要素には大きく三点がある。第一は、聖典の

権威からの脱皮、第二は正統系譜からの自らの離脱、第三は現実の経験の上で聖典を読み進めることである。

　井上の教外別伝的な読書法を、ガンディーの実践的読書法に投影して見ると、一と二とは共有していることが分

かる。死書を読まない、というのは従来のテキストの権威に屈しない態度を示しており、それが、井上自らが真宗

教団からも既存の大学の哲学科の講壇からも離れていた理由である。しかし、第三の側面で決定的な相違がある。

ガンディーの場合、現実における実践的経験を非常に重視し、それに立脚して再びテキスト──彼の場合、『バガ

ヴァッド・ギーター』──を改めて読むべきであると主張した。ところが、井上は死書ではなく活書を読めと言い

ながら、活書の選択と専修とを強調するだけで、活書を読んだ上で、その結果により再び死書を読むことについて

は言わなかった。たとえ、死書であっても活眼で読めばその死書は活書になり、死眼で読めばその活書は死書にな

るのではないか。しかし残念ながら彼において死書や活書というのは固定されているだけで、読むものが活眼か死

眼かによって活書や死書が定まるとは言わない。

　もし、ある読者が彼の語を墨守して、文字通り不読主義に徹底して紙の書物を一切読まずに天地（世界中）の活

書ばかりを読もうとしたら、どうなるのか。はたして活書が読めるだろうか。天地の活書を読みきる眼目、あるい

は予備知識もまた、彼が死書と称した紙の書物を通じて予め学んでおかなければならないことではないか。活書を

読み、活学をしようとする彼の主張から、我々は実用主義・実学主義の断面を読むことができるが、実際には、そ

の問題点も少なくないことが分かる。また、それは実に「不立文字、教外別伝」を文字通りに墨守することは、禅

宗が仏教史に及ぼした否定的な意味での副作用と見てもよいであろう。ガンディーがそうしたように、現実の活書

を選ぶ鑑識眼で、さらにその死書──彼の主張通り、それらが本当に死書かどうか、というのも考えなければなら

ない問題であるが、一応そうであるとして──を再解釈するによって、活書に再誕生させようとする努力を傾けた

らよかったではなかろうか。

Ⅳ．重頌とパロディー（parody）スタイルの書き方

１．肯定的意味
　『奮闘哲学』の持つ魅力の一つとして、散文と詩とを交差させる文章の書き方を挙げよう。そもそもこれは講演
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の原稿を元に本にしたものであるという。普段から作っていた多くの詩や格言などを実際の講演で活用していたの

だろう。まず散文で講じた上で、さらにそれを韻文で要約して聴衆／読者に提示する。なんと素晴らしい話し方で

あろうか。

　文学と哲学とが各々分離 31 されている今では、散文と韻文とを交差させる文章作法はめずらしいが、実際そう

した話し方／書き方は伝統的なものである。その例は仏教経典に見ることができる。すなわち散文の長行が先に説

かれ、再度その内容を要約した重頌（geyya）が提示される形式である。

　このように重頌を提示する方法論を、彼は『奮闘哲学』の初めから終わりまで一貫して用いている。その一例を

次に挙げる。

 かかる大々的奮闘は大正年間の青年において殊更その必要がある。いまやわが国が世界に向かって大いに発展

すべき時代となりたれば、青年たるものは「大海魚の躍るに従い、長空鳥の飛ぶに任す。（大海従魚躍、長空

任鳥飛）」勢いにて、天外萬里の外に雄飛活躍しなければならぬ。決して郷里に潜んでグズグズしているとき

ではない。（317）

　以上のように講じた上で、さらにその内容を詩／重頌で改めて詠っている。

 成功必ず郷関を去るを（成功必要去郷関）

 立志すべからく期すべし死すとも還らず（立志須期死不還）

 男子いずれの辺にか白骨を埋めん（男子何辺埋白骨）

 天涯万里異邦の山（天涯万里異邦山）．（317）

　これは卍海（1879-1944）の悟道詩 32 をも連想させるものである。卍海も「男児到処是故郷」と詠った。井上と

卍海、二人はいずれも、都市への進出を主張 33 している。

　面白いのは、井上の才気煥発の極みは、この重頌の提示のみに限らないことである。まさに井上はパロディー

（parody）の天才とも言える。既に存在していた詩や格言などを借用して、その内容を換骨奪胎している。例えば、

周知のとおり日蓮（1222-1282）は所謂「四箇格言」で有名である。これは当時の他の仏教宗派を批判した言葉で

あったが、井上はこれを如何にパロディーにしたか比べて見てみよう。

 日蓮 : 念仏無間、禅天魔、真言亡国、律国賊。

 井上円了 : 真宗無識、禅宗無銭、浄土無情、法華無骨（269）。

　こうした多くのパロディーの中でも圧巻は、『般若心経』を『大正般若心経』にしたことであろう。「照見五蘊皆

空（五蘊皆空を照らし見て）」を「照見五蘊皆有（五蘊皆有を照らし見て）」に、経典全体を改変したのである。大

胆にも経典を改変したにもかかわらず、少しも憚ることの無く解釈学者としての姿 34 をよく現している。それは

彼が採用した教外別伝の読書法のためなのか、教に対して憚ることがなかった。ただ『般若心経』は「空」や「有」

のいずれにも偏らない中道的立場を取っているので、『般若心経』だけをきちんと理解すれば、強いて『大正般若

心経』がなくても井上が指向した活動主義の展開に役立つと思う。実際、わが国の韶天（1897-1978）、光徳（1927-

1999）の場合、『般若心経』や『金剛経』のような般若部経典の再解釈を通じて空の積極的・能動的実践──活空、

あるいは活功と言った──の勧奨 35 をも行なった。ゆえに「中道の理よりみれば、空に対して有の一偏を説きたる

般若心経もあるべきはずだ」（421）という考えに基づいて『大正般若心経』を製作したことは、それ自体は問題と

はならないであろう。要するに、これは『般若心経』の意味を補完したものと評価できよう。

２．否定的側面
　文学と哲学とを分けて扱った通常の哲学者たちとは異なって、井上が重頌の提示やパロディーといった文学的技
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法を積極的に用いたのは、究極には啓蒙のためであった。ここにも彼の重要な価値観が投影されている。その価値

観の問題点を検討してみよう。まず、彼の次のような話を聞いてみよう。

 活学と活書の符号とみてもらいたい。自ら思うに、たとえ拙劣でも格言や韻文につづった方が人に感動を与

え、注意を起こさしむるに効力があるようだから引用するので、決して拙作自慢の広告ではない。（318）

　確かに格言や韻文が人々を自覚させ、注意を喚起する際に最も効果的であることは間違いない。そのためか、実

に井上は幾多の詩──これを「道歌」と称すこともある──を残した。ここで問題は、人々に伝えようとするメッ

セージが含まれている詩こそ活詩であるとし、従来の数多くの詩、なかんずく抒情詩を死詩としたのである。死詩

とか活詩などの表現を井上は直接用いてはないが、従来の詩に対する批判を吐露している。

 従来詩人の作りたる詩は、風景を主とし、人倫道徳に関するものはほとんど皆無の有様である。その点では、

詩人とは太平聖代の遺物といわなければならぬ。ゆえに余は微力ながら、その詩風を改良せんと思い、 ［…］。

（293）

 従来詩人の詩は人心を沈静せしむるのみで、興奮することのできぬ、［…］。（319）

　実際、彼の詩の中に抒情詩があるか私は知らないが、そもそも人間の知情意のすべてを発現できるのが詩である

はずなのに、ただ活動主義のための意志のみを強調しすぎるのは、詩論の次元だけの問題ではあるまい。

　むしろ私が注目したいのは、活動主義に及ぼした悪影響である。詩的感受性と情緖が後押しされず、むしろそれ

を捨象したまま、意志や啓蒙ばかりに執着し過ぎると、活動主義それ自体も粗末になるなどの副作用をもたらすか

もしれない。彼の用いた道が、すなわち啓蒙のためのメッセージだけを含んでいる教述詩 36 であるとして、ただ

自信感のみが溢れており、いかなる分裂も無い。抒情詩の出発は分裂である。懷疑し、揺れ続け、何度も何度も疑

問を提起することこそ、詩と哲学の真の出発点ではないだろうか。

　吉本隆明は「親鸞の中には大変な矛盾があって」37 と述べた。誰よりも高い思想と知識を持っている親鸞が、そ

れらを捨てよ、と言ったからである。知識や思想を捨てよ、と述べた意味は、それらに執着しないことというで

あっただろう。それに対して井上には、そのような自己否定、即ち彼自身の思想を追求することと、その思想に執

着すべきではないということの間に矛盾は見られない。この点で、親鸞は時空を超越する普遍性を持つようになっ

たが、井上円了は自らの時空の中に閉ざされてしまう──または、時空を超越するためには幾多の「限定」を加え

ざるを得ない──不幸が見られる。その背後には、彼の「真宗」からの出家の影響があったではないか。これらの

問題点が、道歌の教述詩ばかりを作ったことからも窺えるという点を指摘しようと思う。

　言い換えれば、井上円了自らが仏教の中の「理性の宗教」ではなく「情感の宗教」も存在していることを認定し

ながらも、実はそれを重視しなかったのではないかと思うのである。彼自身、「情感の宗教」と言える浄土門の真

宗出身でありながらも、仏教の哲学的性格のほうを強調するあまり、理性と自力中心の聖道門に傾いたようであ

る。基本的に仏教の活動主義は、聖道門であれ、浄土門であれ、いずれも可能であると私は思う。聖道門に基づい

て活動主義が可能になったように、浄土門に立脚した活動主義も可能である。特に、後者の浄土門を基にした活動

主義は信心と情感とに基づいたものであり、インドでは井上円了のように実践中心の宗教観を持っていたガン

ディーに見られる。

　ガンディーは、理性に基づいた活動主義だけでなく信心と情感──これはインドの場合、バクティ（bhakti）と

いう信心によって表現される──をも求めて 38 いた。そのためであろう、井上が皇恩に恩返しする次元での国家

主義的活動を強調 39 したのに対して、ガンディーは反帝国主義闘争を行いながらも国家主義を越える、つまりイ

ギリス人の幸福までも念頭に置いた活動主義を主張し実践したのである。戦場で、敵を「敵」として抽象化せず、

生きている、苦痛を感じる、具体的な「生命体」として感じるには、何よりも情感という徳目が、なければならな

い。

　さて、真宗出身の井上は真宗に復帰しなかった。よって彼は宗派の主義に偏らず、諸宗兼学に基づいて哲学的仏
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教を確立することができたのだと思う。哲学者としての井上がありえたのも、そのためだっただろう。また、個人

的には「五十をすぎて運命に順応することにした。それは親鸞聖人の教えで、自分はどこにいても祖師のご命日に

は謹愼して偉徳を敬慕している」40 という。しかし、教団としての「真宗」ではなく信心と情感としての「親鸞の

教え」に立脚して、活動主義──例えば、近代的な妙好人の社会的実践──が如何に可能なのかを実験したとか、

それを示したなどを行なわなかったことは残念である。それ故、彼の真宗からの出家／再出家においては、一得一

失があるのではないかと思う。こうした評価は、理性と知力を基にした活動主義と、信心と情感を基にした活動主

義、いずれも可能であると 41 思うからである。

Ⅴ．結び

　井上円了は日本に生まれ、明治から大正時代を生きた日本人である。また（彼が創刊に参加した雑誌のタイトル

のように）「日本人」としての生を営んでいた。彼は世界各国を旅行したが、世界中の人々の平和な生活を念願す

る代わりに、日本の富国強兵を願い、戦争を肯定していた。また、井上は真宗の寺院で生まれたが、西洋哲学の深

い影響の中で仏教の範囲を超えて哲学者として生きていた。それに反して、今の韓国に生まれて、韓国人として生

きていきながら、いまだ旅行でさえアジア圏内を脱したことがない私は、国家主義や民族主義を超えて世界中の平

和を念願し、あらゆる戦争に反対する立場である。また私も、西洋哲学の影響を受け、西洋哲学の立場から仏教を

見ることもあるが、依然として仏教人としての生を営んでいる。

　このように井上と私との間にはなかなか越えられない深淵がある。そのような深淵について、人間である以上、

いかんともしがたい限界状況、条件であると言ったのはハイデガー（M．Heidegger，1889-1976）であった。そも

そも理解というのは、両方の間に置かれた深淵を無視しては不可能であり、むしろそれを一つの解釈学的地平にし

た時、はじめて可能になることを主張したのはハイデガーの弟子のガダマー（H．G．Gadamer，1900-2002）で

あった。

　この脈絡から見れば、井上を読むことこそ、その深淵の相違を明らかにすることに間違いないだろう。それはす

なわち当時の井上の時代において、井上の立場に立って井上を読むことではなく、今のこの時代、私の立場から井

上を読むことになる。それは、つまり井上と私との間の間隙を明らかにすることになろう。そうした作業を通じた

後に、共有できる部分が残るならば、少なくともその部分に限っては井上を受容することができよう。

　まず、彼との間に共通する関心事は、彼の晩年の著『奮闘哲学』を中心に二点あった。第一は解釈学的方法論で

あり、第二は活動主義である。後者の活動主義の研究は今後の機会に譲り、本稿では前者の解釈学的方法論を中心

として検討した。言うまでもなく、方法と内容とは明確に分離することはできないので、解釈学的方法論の検討に

際しても活動主義がよく言及される。

　井上自らが、従来の注釈的伝統と自分そのものとの相違を自覚していた。単に経文とか字句の解釈などの次元を

超えて、彼は仏教思想全般について関心を持っていた。仏教を、仏教のカテゴリーの中だけではなく、西洋哲学の

立場から見るとき、彼は既に解釈学者であった。すなわち一種の格義仏教を再構成したものと考えられよう。その

点から言えば、彼は確かに仏教解釈学者である。私も主に解釈学的方法論を取っているので彼の解釈学的方法論に

特に関心が行かざるを得ない。

　まず、彼は従来のものと、将来にあるべきものとの間に敏感に価値評価を行う。要するに、従来のもの全てを

「死」とし、将来にあるべきもの全てを「活」という。こうして死活を敏感に分別しながら、自らの理論と哲学こ

そ「活」だと主張した。その点で、彼は教判を行なっていたと見られる。実際、新たな一宗派──勿論、彼の「哲

学館」運動は制度圏の仏教宗派ではなかったが、比喩表現としての──を開いたと言える。まさに「教判を立てて

宗派を開いた」（立教開宗）と言える。

　ただ、彼は仏教思想を対象にして思考する際には特定の宗派に縛られなかった。彼は真宗出身でありながらも真

宗から離れていた。さらに、浄土門より聖道門のほうに近づいた立場から、様々な宗派を兼修しようとする立場

（諸宗兼学）をとっていた。従って彼の教判は、あくまでも活動主義の提唱のためのものであった、ということが

わかる。
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　また考えられるのは彼の読書法である。井上は、自分が関心を持つあらゆるものについて死活を分別したが、読

書においても同じだった。あらゆる本を死書か活書かで分別しようとした。さらに、紙の書物を死書と、天地の自

然や社会現象などを活書とした。言うまでもなく、死書を捨てて活書を読まなければならないということである。

こうした立場を立てる際に示唆を与えたのは教外別伝・不立文字を掲げた禅宗であった。しかし、禅で教外別伝・

不立文字を掲げたのは、紙の書物を読む代わりに心を読めという意味だったのに反し、井上は現実の書物を読めと

いう。ただ、彼に禅の気魄は感じられる。一見すると彼の読書法は、マハトマ・ガンディーの実践的読書法と類似

しているのではないかと考えられる。ところが、決定的に違うのは、ガンディーは社会に於ける活動を通して得た

経験や眼目──井上流に言えば活眼──を持ってから、既に死書に規定されていた紙の書物を再び読んで、新たな

解釈を導出するということであった。そうした解釈学的循環（hermeneutical circle）がないので、井上スタイル

の活書を読むことは、ややもすると死書と活書を固着化し、従来の知識の全てを死書と看做してしまう恐れはない

のか懸念される。

　最後に、井上の著述スタイルに着目してみると、彼は哲学者を自任していたが、実際には文学者としての面貌も

持っており、『奮闘哲学』には散文と韻文──詩、和歌、格言など──のスタイルが交差している。その韻文は、

前述した散文の主張を纏めたもので、仏教経典に見られる重頌（geyya）という形式を連想させる。井上はそうし

た韻文を「道歌」と呼ぶ。それらの中には創作のものもあるが、既存の歌や種々の文献の翻案やパロディー（paro-

dy）が多くあった。私はこうした彼の書き方に非常に興味があった。今日の我々にも有効な書き方であるから、

時にはそれを応用する必要があると思う。ところが、彼の道歌の全ては啓蒙的色彩が強く、その思想を伝達しよう

というメッセージを含む点から問題が生じる。井上は抒情詩などの従来の詩作品に対して批判的であった。私が見

るに、むしろ詩をメッセージ伝達の道具として使った彼の文学観のほうに少々問題があると思う。要するに理性と

知力とに偏り、感性と信心とを軽視したという点である。信心と情感に基づいた活動主義は可能なはずであり、ま

た信心と情感とを無視するにより、彼が指向した活動主義は他者─国家を超える─との共感という可能性自体を閉

ざしてしまったのではないだろうか。そのために戦争までも肯定する国家主義者としての自分自身を完成して行っ

たのではないだろうか。もしそうであるとしたならば、彼個人にとどまらず世界平和をためにも大変残念なことで

あったといわざるをえない。

　結局、井上の解釈学的方法論の全ては、彼が主唱した活動主義を築くためだったと考えられる。つまり彼は、啓

蒙を特徵とする「近代主義（modernism）」に対する確信により、その伝播に奮闘した井上は、自分の道にわずか

の懐疑や疑問も持たなかった。それは絶えず質問し、懐疑し、疑問を持つべきという近代哲学の根本精神を忘却し

たもののようである。21 世紀の今日を生きていく私としては、彼が追究した近代主義─国家主義や世俗主義を内

包する─は、今や克服しなければならないと思う。

（2014 年 11 月 2 日）
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注

１� この論文は「井上円了의 활동주의와 그 해석학적 裝置들」（井上円了の活動主義とその解釈学的装置）という題目で『仏教
研究』第 42 輯（ソウル : 韓国仏教研究院、2015）pp.353-385 に発表したものである。今回掲載の機縁を与えていただいた
東洋大学の竹村牧男先生に感謝申し上げる。

２ 井上円了を主として取り上げた韓国の研究者の論文には、元永常 2011 ; 宋賢珠 2014 がある。また、社会進化論に関する比
較研究の一環として井上に触れたものには金帝蘭 2009，2011 があり、梁啓超を媒介にして卍海韓龍雲に及ばした井上の影
響を取り上げた研究には金永晋 2008、趙明濟 2014 がある。

３ 松尾剛次 2005，pp.177-178．参照．
４ 私は、王法と解脱法を共に修めようとするのがヒンドゥー教的な論理であるのに対して、仏教は王法の兼修を否定するとこ

ろから出家精神を示していると見て、日本仏教史の中の王法と仏法の一体論を批判したことがある（金浩星 2009a．参照）。
こうした脈絡での井上円了についての批判的観点は日本の中にも一部存在する（柏原祐泉 2008，p.117．）。また家永三郞は、
井上の『戦争哲学一斑』に「好戦主義を叫んである」（家永参郞 1970，p.70）と述べたことに対し、出家意識を裏切ったと
批判した。出家精神に対する考えでは、私は家永の観点に全く同意する。

５ インドのタゴールは、日本の知識人たちの東洋主義・日本主義的態度を批判する一方、東西洋の関係を会通的であると見
た。それゆえ彼はイギリス帝国主義に反対しながらも極端な民族主義に陥ったことはなかった。それは彼の思想の現代性と
も言えよう。（金浩星 2010，pp.110-111．参照．; Amartya Sen 2005，pp.110-111．参照）。その一方、井上円了は哲学的に
は東洋であれ西洋であれ同じ脈絡の中に有ると見たが（元永常 2011，p.354）、実際は西洋に対して東洋中心的・日本中心
的思考を持っていた。  

６ 例えば、カミュ（Albert Camus，1913-1960）の『異邦人』を通してその可能性を摸索したことがある（金浩星 2012．参
照）。ところで、井上円了の「仏教と西洋哲学は一致するという思考方式」（佐藤　厚，123．参照）は意外であった。いっ
たい、どうして彼は東洋主義・日本主義に陥ってしまったか疑問になる。また、井上は「宇宙主義」という言も用いたが、
それは、あくまで日本主義に関連したもので（竹村牧男　2012b，pp.21-22．参照）、東西の問題において西洋を考慮しよう
とする立場とは脈絡が違う。

７ こうした脈絡で私は、改革運動より結社運動の方にもっと関心を寄せてきた。代表的なものとして金浩星 2009b．参照。
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８ こうして時間（kāla）・空間（deśa）・主体（pātra）における相違は、さらに機根の相違を示す。（この三つを考慮する機根
概念の拡張については金浩星 2009c，pp.203-206．参照．） 従って、説法が機根に立脚した上での説法（随機説法）であるよ
うに、また解法も機根による随機解法でなければならない。

９  このように読者／解釈者のコンテキストや研究対象が置かれているコンテキストの対照による普遍的なテキスト探し、とい
う方法論については金浩星 2000a，pp.85-86．参照．

10 竹村牧男 2012a，p.32．
11 金浩星 1992 から開始して金浩星 2011a にまで継続した。
12 この原稿の底本である『奮闘哲学』は東洋大学創立 100 周年記念論文集編纂委員會が 1987 年に編纂した『井上円了選集』

第 2 巻（pp.207-444）に収録されたものである。この資料を提供してくださった東洋大学の竹村牧男先生とエクステンショ
ン課の飯村桂子先生に、この場を借りてお礼を申し上げる。

13 この原稿における『奮闘哲学』の原文引用方式は、『井上円了選集』第 2 巻の頁を（　）の中に示す。
14 宋賢珠は井上の「初期思想」、「後期思想」という表現を使い（宋賢珠 2014，p.345）、また田村晃祐も井上の「思想的転換」

（田村晃祐 2003，p.687）という表現を用いている。ただ、末木文美士は「基本的な方向は大きく変わらないものの、細部
の体系は著作によってかなり変化している。」（末木文美士 2004，p.46）と言う。

15 『奮闘哲学』は全部で 10 講から成っている。すなわち哲学観、宇宙観、人生観、国家観、社会観、実業観、風俗観、迷信
観、教育観、宗教観などである。これは、彼が関心を持っていた分野／領域を網羅したものと考えられる。「哲学」から始
まり「宗教」で終わることも異常である。彼の観点が投影された構成のようである。  

16 本来の面目という言葉の代わりに本質、またはアイデンティティ（identity）という言葉を使うことができる。その方が
もっと理解しやすいかも知れない。ここでは井上を真似て使ってみただけである。井上円了は、そうした言葉を使うことに
対して全く気にしていないようだ。中でも「哲学の教外別伝」（井上円了 221）という表現は代表的である。こうした点は、
当時は言うまでもなく今日の哲学者らにも、なかなか見られない創意性と言えよう。彼の多くの魅力の中の一つである。

17 宋賢珠 2014，p.305．
18 宋賢珠 2014，p.333．再引用。ここで、井上の述べる「従来の注釈的学風」は、訓詁学と同じものを指すことと見られる。

井上の「仏教解釈学」は、それよりもっと広い範囲で仏教の思想的再定立を図ったのである。例えば、西洋哲学の立場で仏
教を再配列する新たな格義仏教を試図したと見える。

19 『奮闘哲学』に出てこない「活」の用例を見ると、『仏教活論』という著書のタイトルのように「活論」という表現がある。
「死論」を想定した上で生れた言葉であろう。『仏教活論』の構成と出版については宋賢珠 2014，p.301．脚注　2） 参照．

20 井上円了は真宗大谷派慈光寺の僧侶の井上円悟の長男として生まれた。1878 年、大谷派の奨学生に採用されて上京する。
1881 年、東京帝国大学に進学、1885 年に卒業する。以後、真宗からの教団復帰の要請を拒否する。彼は「‘活’を置いて

‘死’に帰るなんて…」という気持ちであったかも知れない。
21 井上は『仏教活論本論』に「一切の宗教に通じ、諸科の哲学を貫く一種の新判釈を試みた。」（宋賢珠 2014，p.319．再引用）

という。もちろん、死と活の間の教判はその新判釈とは異なるが、いずれも彼が教判を、解釈学的装置（hermeneutical 
devices）の一つとして用いたことが分かる。教判が解釈学的装置の一つであることは金浩星 2009c，pp.74-84．参照．

22 活動主義により否定される「死」について─つまり「活」の反対の概念に当たる語について─井上は言及しなかった。する
と邪動主義と言えようか。否、そうではない。活動主義の反対は邪静主義と言えよう。なぜなら、「活動」という複合語を、
井上円了は格限定複合語（tatpuruṣa）ではなく並列複合語（dvandva）として説明しているからである。井上円了 1987，
p.443．

23 宗派仏教をその一特徵とする日本仏教における汎仏教の流れについては金浩星 2011，pp.34-45．参照．
24 竹村牧男 2012a，p.14．
25 佐藤厚 2013，p.124．参照．
26 井上自らが「実用主義」という語を用いる。「哲学部の実用主義」（竹村牧男 2012b，p.30．）という表現である。これは哲

学館においての哲学教育は卒業以降の現実社会での活動を考慮し、そのための予備としての教育（実用教育）にならなけれ
ばならないという意味である。

27 井上円了に及ぼした禅の影響力がどれほどだったか、よく分からないが、自らの哲学に対する確信や大胆な態度などを見る
ならば、彼は「浄土的」より「禅的」と言えよう。さすが彼は、「仏に逢うては仏を殺し（逢仏殺仏）」という気迫で、従来
のあらゆるものを「死」として規定したようであるから。

28 私は、禅をも活動主義へ進めることにより、少なくとも禅と活動主義（菩薩行）とを結合できるものと見る。金浩星 1991，
pp.139-160．参照．

29 「我有一巻経、不因紙墨成、展開無一字、常放大光明。」という禅家の偈頌も、その一例である。
30 金浩星 2009c，pp.159-170．参照．
31 井上円了の著述において、形式的側面での文学的構成（plot）を試みたものに『哲学一夕話』がある。 末木文美士 2004，
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pp.49-50．参照．
32 「男児到処是故鄕、幾人長在客愁中、一聲喝破三千界、雪裡桃花片片紅。」任重彬 1974，p.70．ただ、元の引用文にある第 1

句の「倒」、第 4 句の「偏偏」は確実に誤字と判断したため修正した。任重彬によると、第 4 句の「紅」は元は「飛」で
あったが、満空（1871-1946）が「紅」に書き直したと言う。余談であるが、文学的観点から見ても「飛」より「紅」の方
がまさるようだ。

33 卍海はその著『朝鮮仏教維新論』の中で、寺院が都市になければならないと主張し、僧侶の都市への進出を促している。こ
うして、卍海が「僧侶に対する教育や布教を、キリスト教との「生存競争」のための武器や戦略として考えたのは、梁啓超
を通して伝わった井上円了の影響」（金帝蘭 2011，pp.153-154．）からであった、と言う。金永晋 2008，p.346．参照．; 趙明
濟 2014，p.322．参照．

34 インド哲学に於けるシャンカラも、原典の原文を改変するによって自己の哲学を確立（金浩星 2000b，pp.141-145．参照）
しようとしたが、両者とも解釈学を自己の哲学の方法論として採用したといえよう。

35 光徳は韶天の活空・活功の修行を高く評価し（光徳 1993，pp.2-5．参照）、『般若心経』を体ではなく用の次元で理解してい
る。私は、光徳のこうした理解を中心として『般若心経』の中道義と社会性とを穿鑿したことがある。金浩星 2006a，
pp.50-54．参照．

36 「教述」というのは抒情・敍事・戱曲の他、紀行文や随筆・歌辞などを包括するジャンル概念である。 
37 梅原 猛・吉本隆明 1989，p.93．参照．
38 ガンディーの活動主義─理性に基づいた─については金浩星 2006b，pp.100-143．参照。また信心と情感に基づいた活動主

義については金浩星 2007，pp.99-143．参照．
39 『奮闘哲学』全般にわたって繰り返されているが、中でも第 4 国家観の「国民道徳訓」によく表れている。井上円了 1987，

pp.293-313．参照．
40 三浦節夫 2012，pp.43-44．再引用．
41 知恵の道（jñānayoga）、行為の道（karmayoga）、また信愛の道（bhaktiyoga）の三つの道、いずれをも会通する立場であ

る。井上円了も仏教教学に於ける汎仏教、または会通論者であったため、実践的側面でもそうした会通論が可能であったは
ずなのに、彼には「信愛の道」を活動主義に生かすまでは至らなかった。この点は、真宗に於ける信心と情感に基づいた清
沢満之（1863-1903）も失敗（金帝蘭 2009，pp.308-309．参照）した側面である。日本では、インドとは違って、そうした
実験／実践はなかったのだろうか。
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「「種の論理」の可能性」研究会報告

黒田　昭信

　本研究会は、2015 年 8 月 1 日（土）、14 時から 17 時まで、白山キャンパス 6 号館 6404 教室で開催された。

　研究会の趣旨は次の通りである。

　本研究会のテーマは、田辺元の「種の論理」をその可能性において読み直すことである。

　田辺が 1930 年台半ばに展開した「種の論理」は、「絶対媒介の弁証法」と不可分の関係にある。この絶対媒介の

弁証法によれば、種の論理を構成する三契機は、それが種の論理の全体において十全に機能するためには、相互に

必ず他の二契機を媒介としなければならず、三契機のうちのいずれかに他の二契機に対する存在論的優位性を与え

ることはできない。それゆえ、その三つの構成契機である類・種・個のうち、種にだけ他の二つの契機に対する存

在論的優位性を与えてしまうと、どうしてもアポリアに陥ってしまう。

　実際、田辺は、国家を「最も具体的なる存在」─ つまり諸々の個人が結局のところそこに従属させられる最終

的審級 ─ と見なしたときに、このアポリアに直面せざるを得なかった。この重大な理論的困難の理由は、種とし

ての国家に誤って与えられた絶対的実体的優位性にあることは明らかである。田辺は戦後この理論的困難を認めた

が、このアポリアが「種の論理」の枠組みの中で田辺自身によって克服されることはなかった。

　しかし、私たちは、このアポリアは、田辺自身の絶対媒介の弁証法を徹底化することによって、種の論理の積極

性を確保しつつ、回避することができると考える。そればかりでなく、その徹底化によって、種概念を新しい共同

体構築のための基礎理論の根本概念の一つとして再生させることができると考える。

　このような「種の論理」の読み直しが今日果たして可能だろうか。本研究会では、二人の発表者が、共同体の論

理の再構築と、田辺自身のある実践のケーススタディをそれぞれ提示したあと、発表・発表者をめぐって特定質問

者との質疑応答・全体議論を通じて討議をおこないたい。

　司会者は、白井雅人（国際哲学研究センター）氏、発表者は、黒田昭信（国際哲学研究センター客員研究員、ス

トラスブール大学）と立花史（早稲田大学）氏との二名、特定質問者として、合田正人（明治大学）氏が参加し

た。酷暑の午後、十名ほどの出席者があった。

　司会者の導入の後、黒田が「集合的個体概念の論理的分析 ─ 「種の論理」の問題群の明確化のために」という

タイトルで発表した。田辺元の「種の論理」の主要三論文の中から国家概念の規定を取りあげ、そこに見られる理

論的問題を指摘し、「種の論理」を今日読み直すための予備的考察を行った。

　引き続き、立花氏が「「死の時代」の学芸共和国 ─ 詩の翻訳と読解における田邊の社会存在論」というタイト

ルで発表した。田辺が晩年に取り組んだマラルメの詩の翻訳と注釈の中に、マラルメ研究者の協同体という「種」

に対する田辺という「個」の働きかけを見、そこに「種の論理」の一つの実践のかたちを捉えようとした。

　二つの発表の後、特定質問者の合田氏が、自身の田辺哲学についての考えを要約した後、両発表者に対して、田

辺哲学の生成過程、世界図式、時間論、言語論等をめぐって質問を行った。

　それらの質問に発表者それぞれに回答した上で、より自由に三者で討論が行われた。

　会場からも二三の質問を受け、それに発表者がそれぞれに答えた。

方法論研究会

第 2ユニット：東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究
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＜方法論研究会「哲学史のドクサを問う─〈合理論と経験論〉
の再検討─」連続研究会＞報告

大野　岳史

趣旨

　多くの哲学・哲学史入門書の中で、カント以前の近世哲学には二つの流れがあり、それは大陸合理論とイギリス

経験論である、と記されている。そして、カントはこれら二つの流れを総合した人物として捉えられることにな

る。しかし、実際には合理論の中に経験論的傾向をもった哲学があり、経験論の中にも合理論的傾向をもった哲学

がある。例えば、合理論の中で経験論的傾向をもった哲学者としてガッサンディやコンディヤックが、経験論の中

で合理論的傾向をもった哲学者としてカドワースやモーアなどが挙げられる。

　一般に、17 世紀から 18 世紀中葉の哲学は〈合理論と経験論〉という対立関係にあるものとみなされてきた。し

かし、単純に「対立関係にある」と理解するだけでは、合理論の研究者と経験論の研究者が、互いに相容れないも

のとして半ば無視し合っているような状況を作ってしまうだろう。少なくとも、17 世紀から 18 世紀中葉の哲学に

ついての理解は、このような状況に近いと言えるのではないだろうか。こうした状況の根本には、「合理論」と

「経験論」という二者択一を迫る哲学史理解だけでなく、それぞれの研究が先鋭化することで他の哲学に深く入り

込まなくなっていることもあるだろう。こうした状況を打破するために、「合理論と経験論」という枠組みそのも

のを再検討する必要がある。そこで哲学史の新たな可能性を拓き、新たな知見を見出すために、「〈合理論と経験

論〉の再検討」をテーマとした連続研究会を行った。ここで各発表を紹介するとともに、この連続研究会において

それぞれの発表がどのような意義をもちうるのか、私個人の所見ではあるが、提示することで報告とする。

藤坂大佑（東洋大学大学院文学研究科哲学専攻博士後期課程） 
ジェイムズの思想展開における「合理論 ･ 経験論」の対立軸の考察

　ウィリアム・ジェイムズは、合理論と経験論の対立をヴィジョンの違いとして捉え、その違いは「気質の違い」

に由来すると考える。前者は「軟らかい心の人」による哲学で、後者は「硬い心の人」による哲学である。それぞ

れの真理観がそこで形成されるが、気質の違いに過ぎないため、両者には優劣はなく、対立そのものが問題とされ

る。そこでジェイムズは、それぞれの気質がそれぞれの哲学を選択し「生のヴィジョン」に差異が生じることを考

察し、観念と実在との一致として真理を認めるプラグマティズムの観点に立つ。プラグマティズムは一見して経験

に依拠するように思われるが、それは一般的な意味での経験ではない。ジェイムズが考える経験は「根本的経験」

であって、経験の流れに徹底的に依拠する。学説上の理論的解釈にとどまることなく、生の流れそのものに基づく

ことが、プラグマティズムを合理論と経験論の対立を超克する哲学として特徴づけている。

　藤坂氏の発表によって、ジェイムズのプラグマティズムが、合理論と経験論の対立を克服し、新たな真理観の可

能性を開いたことが明らかになった。合理論と経験論の対立は理論上のものに過ぎないかもしれないし、17-18 世

紀の西洋哲学を表現するためには、不十分な構図かもしれない。それでも、新たな哲学を模索するための土台たり

うることが示されただろう。

方法論研究会
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笠松和也（東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻博士課程） 
経験と理性の間で─スピノザ哲学における「目的」と「欲求」

　スピノザは、初期著作『知性改善論』の冒頭で、通常の生における経験から出発し、すべての学知を人間の最高

の完全性の獲得へと向ける歩みを示す。そこでは「すべての学知を一なる目的に向ける」とされるが、主著『エチ

カ』では目的性の排除された欲求概念のもと、真なる認識が自己保存のコナトゥスと結びつく。「徳」「最高善」

「至福」は精神のコナトゥスに帰せられ、また神を認識することである。こうして実践的な場面すべてを「知るこ

と」が覆い尽くすことになる。したがってスピノザ哲学において経験を重視するか理性を重視するかということが

問題なのではない。「知ること」の範囲、強度、その根拠を事柄に即して解明することが、合理論と経験論を単な

る学説とみなす理解を超えて、近世形而上学が提示する理論を理解するために必要なことである。

　先の藤坂氏の発表は主として「根本経験」によって合理論と経験論を超える試みだったが、笠松氏の発表は「知

ること」が倫理的諸概念の内実を組み替え、そうして「知ること」に基づいて合理論と経験論を超えようとする試

みであった。それを可能にするきっかけは「目的」概念の排除である。笠松氏はとりわけウィティキウス『アン

チ・スピノザ』における批判と対比して、スピノザが既存の欲求概念に伴う目的性を排除したことを強調してい

る。既存の概念とそれら概念に基づく体系を改変した事例が提示されたと言えよう。

寅野遼（国際哲学研究センター PRA） 
真理と歴史─スピノザ『神学・政治論』第７章における「聖書解釈の真なる方法」について─

　スピノザ『神学・政治論』は、聖書を極めて厳しく批判し、今日の政教分離や思想と言論の自由にも連なる著作

だとされている。ここでの聖書は、様々な経験（あるいはヒストリア）の堆積として成立しており、その解釈方法

は、［1］聖書に関するヒストリアを集める、［2］聖書に関する一般的な法則を確立する、［3］この方法によって明

らかにならない部分についての解釈は断念する、という要素で成り立つ。こうしてスピノザは経験同士の連結と統

一によって経験の内容を精錬することで、経験の堆積を内的に読み解こうと試みるが、結局は別の経験が必要とな

り、聖書の字句を確実に解釈するにはいたらない。とはいえ、『神学政治論』は哲学と神学の分離を提唱しており、

この方法では数学的確実性を得られないからといって、理性による独断的な解釈が試みられることはない。聖書に

よる道徳的教えが求めていることは敬虔と服従であり、これは経験を内的に読み解こうとすることも理性による証

明も必要ないのである。

　寅野氏の発表は、笠松氏が提示した実践的な場面すべてを「知ること」が覆い尽くすという『エチカ』の倫理と

は、異なる位相にあるものとして、『神学政治論』における聖書解釈を明らかにしたと言えよう。さらに、その方

法と理性による論証がともに必要とされない領域として、道徳的教えが顕わになった。寅野氏は「経験と理性の分

離の現れ」と「理性でとらえたものが実際の経験と一致する」場面の両方を見据えている。これら両方が両立する

新しい位相が提示されたと言えよう。

渡辺博之（国際哲学研究センター客員研究員） 
「スピノザにおける「合理主義」と「経験」について」

　ヘーゲルによれば、合理主義と経験主義の対立は実際にあるが、それがつきつめられることはない。内在的思考

が内外の経験からも内容を得るという仕方で、合理主義に経験的方法が入り込むためである。実際、スピノザは定

義からはじめるが、ロックにおいては個別の経験をもとに一般観念が成立し、その一般観念が定義や公理の形でし

めされることが明らかにされる。こうしてスピノザは合理主義に位置付けられるが、とりわけゲルーはスピノザ哲

学を完全な「知解可能性」に基づく「絶対的合理主義」の体系であると考える。他方、アルキエによれば、明晰判

明な観念から出発するデカルトとは異なり、スピノザのいう「十全な観念」はそれを意味づける形而上学的経験を

伴っていない。そのため、「十全な観念」により幾何学的に構築された体系であるスピノザ哲学を理解することは
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（comprendre）できない。しかしながら、モローは「我々は我々の永遠であることを感覚し経験する」と『エチ

カ』で語られていることを重視し、絶対的合理主義でありながら「理性」は常に経験に結び付けられると解釈す

る。このことが、現在のスピノザ研究の一つの方向性を示しているように思われる。

　渡辺氏の発表は、スピノザ解釈史における理性と経験の問題を辿り直すことで、合理論と経験論との「とことん

つきつめられた」対立のなかにスピノザを位置付けられないことを明らかにしただろう。ここでスピノザは絶対的

合理主義と称されながらも、「我々の永遠であること」の経験によってその体系は意味をもつようになる。本研究

センター編『越境する哲学』（春風社、2015 年）第 17 章を読むことで、このことの理解は深まると思われる。

竹中久留美（東洋大学非常勤講師） 
「「ない」という指摘の視点─ヒュームの場合─」

　ヒューム哲学において、単純観念はすべてそれらに対応する単純印象に由来するが、その例外ともなりうる事例

があることが指摘される。その事例とは、特定の青の色合い以外であればすべての色を知っている人が、その特定

の色合いだけを除いて濃いものから淡いものへと移行させて並べたとき、その人は色合いが欠けている空所に気づ

き、想像力でこの欠落を補うだろう、というものだ。ヒュームはこの矛盾を簡単に片づけてしまうが、それはなぜ

なのか。この問題は Missing Shade of Blue と呼ばれる。ヒューム哲学にそって考えるのであれば、次のようにな

るだろう。他の色合いの系列から色合いの程度差を見て取り、それを青の系列にも適用することで、その空所に気

づくことができる。この適用は観念間に類似を見出す知性的働きに重きを置くことで説明でき、だからこそヒュー

ムはこの矛盾を簡単に片づけるのだろう。空所に気づいたときには、すでに何がそこに埋まるべきか分かっている

のだ。

　竹中氏の発表は、「経験していないものと現前していないもの」を区別するものであり、プラトン『メノン』に

おける探求のパラドクスから続く、知識論にかかわる問題を提起しているだろう。つまり「知らないものを探求で

きるのはなぜか」という問題が、Missing Shade of Blue では「現前していないもの（空所）を語ることができる

のはなぜか」という問題になっているのかもしれない。「ない」ものは知の対象になりえないと思われるかもしれ

ないが、「何がないか分かっている」という知のあり方が示されるのである。

大野岳史（国際哲学研究センター研究員） 
「『ポール・ロワイヤル論理学』の観念論における感覚と想像」

　17 世紀の大学で広く認められていたテーゼとして、「先に感覚のうちになかった何ものも知性のうちにない」と

いうものがあり、これをガッサンディは「観念はすべて起源を感覚に有する」と言い換える。感覚が想像の前提と

なり想像が知性の前提となる認知システムが変更されたことになる。ガッサンディにおいて観念形成は想像によっ

て果たされるが、『ポール・ロワイヤル論理学』では、想像におけるイメージと観念とを混同しないように注意さ

れる。ここで「観念」とは、「私たちの精神のうちに在るものすべて」である。そして感覚的イメージを伴わない

「存在」や「神」の観念のように、感覚を起源としえない事例をもとに、先のガッサンディのテーゼが否定される。

たとえ感覚を観念の起源として認めたとしても、観念と感覚された対象とがまったくかけ離れている可能性が残さ

れる。こうして『ポール・ロワイヤル論理学』では、感覚・共通感覚の経験が真理認識論から取り除かれることに

なる。

　この発表では、『ポール・ロワイヤル論理学』において感覚的経験がもたらす知識が不確であるとみなされ、非

常に限定した仕方でのみ語られることが示された。このことは、従来の認知システムとは別のところでの真理探究

を進め、そして感覚的経験に依拠しない方法論を確立する可能性が開かれたことを意味する。
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野村智清（東京大学助教） 
「大陸合理論とイギリス経験論－アノマリーとしてのアイルランド哲学」

　Loeb は 17 世紀から 18 世紀に至るヨーロッパ哲学史を大陸合理論とイギリス経験論の対によって理解する立場

を「標準的理論」と呼び、それに対する批判者の見解を「アノマリー」と呼ぶ。このアノマリーの一つとして、

Berman が主張したアイルランド哲学が存立するという解釈がある。ここでのアイルランド哲学とは、1690 年代

から 1750 年代の間に興隆した「連続的な哲学的伝統」の存在によって確認され、「神学的表象主義の導入」と「産

まれながらに眼の見えない人の例の採用」によって特徴づけられる。これらの特徴づけは、標準的理論にはない新

たな重要性を提起しているため、アノマリーであると言えるが、ロックとスティングフリートの論争にも見られる

ため、アイルランド哲学の存立を肯定しているわけではない。したがって別の仕方でアイルランド哲学の存立を主

張できるかという課題が残され、その可能性として、哲学的営為の論理的配置という観点を挙げることができる。

　野村氏の発表は地域名哲学の存立に焦点を絞ることで、哲学の分類方法についての視座を提供しているだろう。

独自性による哲学分類は、「他にはない独自性」に基づかなければ、厳密な分類にはいたらない。「合理論」と「経

験論」を別の分類だとしても、本研究会の趣旨で記したように、経験論的な合理論、あるいは合理論的な経験論が

出てきてしまう。単純に時代と使用言語で分類する場合もあり、哲学を分類する仕方は様々である。「論理的配置」

による分類がどのような帰結をもたらすのか、今後の研究に注目したい。

おわりに

　今回の連続研究会で、「合理論」と「経験論」を主軸に議論を積み重ねてきた。合理論の研究者と経験論の研究

者の相互理解に関しては、今後も研究会を続けていく必要があるが、ここで一旦区切りとなる。今回の連続研究会

の中では、「合理論と経験論の対立」という理解を肯定するか否定するかに関わらず、それぞれの哲学研究の新た

な可能性が模索されている点は、共通していただろう。大別・類別された枠組みでは説明できないところに、それ

ぞれの哲学者の独自性は存在しうる。枠組みの中に入る哲学者たちに共通している事柄は、それぞれの哲学者の独

自性とは言えないからである。したがって、一旦大別・類別した上で、それだけでは説明できないものを探求する

ことも、一つの方法となりうる。それぞれの発表者がこの方法を実践したことは、今後の研究に活かされるだろ

う。
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沼田　一郎

はじめに

　第 2 ユニットでは「〈法〉概念研究」を研究活動のひとつの柱としてきたが、これはユニットの研究課題である

「東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究」の中にどのように位置づけられるのか。これまでの活動を振り

返って総括し、今後の研究活動の指標を示してみたい。以下、社会規範を抽象的に意味する場合に〈法〉と表記す

る。

　〈法〉とは何かという問い、すなわち法概念論は法哲学の主要な課題のひとつであり、これに過不足なく応えよ

うとして多くの法哲学者たちが苦闘してきた。私はその議論の中のほんの一部分を知るようになったに過ぎない

が、人間が社会生活を営むところでは例外なく〈法〉が存在して機能している、という主張に対して異論が提出さ

れることはないだろう。このような〈法〉の持つ普遍性と多様な現象形態は、われわれの研究課題として取り上げ

るに値するであろう。

　第 2 ユニットに属する沼田は、インド古典学の中でも「ダルマシャーストラ」を研究対象としている。日本では

この領域の研究に携わる者は多くないが、近代的なサンスクリット語研究の黎明期から続く重要な分野のひとつで

ある。この資料の主題である「ダルマ（dharma）」には『リグ・ヴェーダ』以来の用例があり、歴史的にあるいは

資料のジャンルによっても様々な意味を担っている。中国語の仏教文献では「法」と訳されており、現代日本でも

これが確定した訳語のように扱われている。しかし、これはいわば「ラベル」に過ぎないのであって、「法」とい

う中国語、あるいは日本語の語義を自覚的に詮索することなくして正しい理解に到達することはできないだろう。

日本のインド学並びに関連諸分野においては、この自覚的な詮索が必ずしも十分ではなかったように思われる。

　「〈法〉概念研究」はセンター設立当初はその構想には含まれていなかったが、個人の研究報告として沼田がおこ

なった報告「インド古代法研究における方法論的試論」（2011 年 11 月）はインド古代法研究の成果と現状を概観

したものであった。この後、第 2 ユニットは〈法〉を研究テーマのひとつとして活動することになり、シンポジウ

ムの開催が日程に上ったのである。

第 1回シンポジウム

　現代の国家法の多くは西洋法を継受して成立しているが、実効性を持つ〈法〉概念は必ずしも西洋起源のもので

はないだろう。現在インドの法制度はイギリス法を継受しているが、訳語の当否はひとまず置くとしても、

dharma がインド伝統法の〈法〉概念を構成する核となるものであることは疑い得ないし、他の法系にもそれぞれ

異なった〈法〉を見出しうるにちがいない。このような問題意識から、第 2 ユニットでは 2012 年 12 月に「〈法〉

概念の時間と空間：〈法〉の多様性とその可能性を探る」と題するシンポジウムを主催した。主催者側は法学の素

人であったが、幸いにも多くの専門研究者の御協力を得て、当日は中国、インド、イスラーム、古代ギリシアにお

ける〈法〉概念と、「法」という用語の特殊な形態として仏教文献における「法」について報告された。〈法〉は、

「法」「ダルマ」「シャリーア」「ノモス」などとして伝承され、また今日なお有効に機能しているものもある。いず

れの報告も一次資料に依拠した堅実なもので、フロアからの発言も多数あり、稔り多いシンポジウムであったと言

〈法〉概念研究

第 2ユニット：東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究
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えるだろう。

　上述のように、今日では世界の多くの国が西洋法に基礎を置く法体系を有している。日本も明治維新とともに主

としてドイツ、フランスなどの大陸法を継受して各種の法典を編纂したが、これは言うまでもなく当時急務であっ

た国家の「近代化」を法制度の面から進めようとしたものである。「近代化＝西欧化」という単純な理解に対して

は批判が必要だが、先行する近代西欧諸国に追従するために「西欧化」が多くの国で進められた。そのようなプロ

セスの一環として、もっぱら西洋法が継受されたのである。

第 2回シンポジウム

　しかしながら、歴史的文化的な制約を持つ外国法をそのまま受け入れても、それがただちに十全な機能を発揮す

るわけではない。その地の伝統的な〈法〉との間でのダイナミックな相関があり、その結果として何らかの変容を

ともなって社会に定着するのである。「近代化」のプロセスも一様ではなく、その目指すところも決して同じでは

ない。私たちは第 1 回のシンポジウムの成果を踏まえて、2014 年 1 月に第 2 回シンポジウム「〈法〉の移転と変容」

を開催した。ここでは「〈法〉の継受と近代化」を念頭に置きつつ、異法融合の一般理論をも併せて扱うことに

なった。パネリストは日本、ブラジル、インド、マレーシア、セルビアの事例を取り上げた。「近代化」について

言えば、西欧のごく少数の限られた例以外はいずれも後発と言ってよく、これらの国々もそうである。社会の変化

に対応した、あるいはそれを先導するような法システムの近代化が求められ、体系的な法制度（必ずしも西洋法起

源とは限らない）を構築することによって社会の近代化に資することを目指していたのである。

今後の研究の方向

　もとは個人の研究テーマを「〈法〉概念研究」としてユニットで取り上げたのであって、主催者側に法学の研究

者がいない中で、どの企画も「手さぐり」で進めたというのが正直なところである。今後何らかの形で〈法〉概念

の比較研究を目指すということになれば、専門研究者がさらに深く関わる必要があるだろう。ただし、この企画の

責任者である沼田は別の方向を模索したいと考えているので、その概要を覚書として記す。

　現代インドの法制度は基本的にイギリス法を継受し、インド憲法においてもいわゆる「世俗国家」であることを

宣言しているが、婚姻法は宗教によって異なっており、憲法が統一民法典の制定を要求するにもかかわらず、それ

は実現していない。ヒンドゥー教徒の生活空間における〈法〉は、伝統的な「ダルマシャーストラ」の世界なの

か、それとも「ダルマシャーストラ」とは一線を画したヒンドゥー的なるもの（明確には定式化できないが）なの

だろうか。

　また、インドの法文化はヒンドゥー教や仏教の伝播とともに東南アジアをはじめとするアジアの広い地域に拡

がっている。タイやビルマの伝統法に『マヌ法典』などの「ダルマシャーストラ」が強く影響していることが知ら

れているし、バリのヒンドゥー社会では今日なおサンスクリット文化の伝統が継承されている。これらの地域にお

いてインドの伝統法がどのように受容され、変容し、そして今日にいたっているのかを明らかにしたいと考えてい

る。もちろんどの課題に取り組むとしても、多くの分野の研究者との共同作業が必要であることは言うまでもな

い。

　第 2 ユニットの活動として取り上げていただいた〈法〉の研究は、ユニットが目指す「あらゆる思考が差異を保

ちつつ交流し合う方法の確立」や「多様な国語相互の差異がその文化の差異の反映であることを見失うことなしに

研究が交流される仕組みを明らかにすること」に直接寄与することはなく、しかしその枠組に入れる個別的な事例

としては意味があったのかもしれない。今後はセンターの活動で得たものを糧にして、広い視野を保ちながら研究

を進めたいと考えている。
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グローバル哲学？

マルクス・ガブリエル
翻訳：堀内俊郎、中島新 1

　「哲学（die Philosophie）」は、崇高なる単数形である。プラトンやアリストテレス、そして彼らの多くの後継者

たちにとって、哲学が「絶対単数（singulare tantum）」としてのみ存在しうるものであることは自明であった。そ

して、コスモポリタニズムの理念が、われわれがこんにちまで哲学と呼んでいるものの起源となる場面に由来する

ということも、決して偶然ではない。ドイツ語圏では、とりわけ 18、19、20 世紀に、「哲学」という表現を何か他

のものによって置き換えようとする試みが多数あった。ヘーゲルはしばらくの間、「学（Wissenschaft）」を哲学の

立場に据えようとしていたし、フィヒテは「知識学」について語り、フッサールは「現象学」について論じようと

提案し、ハイデガーは断固とした意思表示において「哲学の終焉」と「思考の開始」を宣言しようとした。しかし

またフーコーやデリダは、彼ら自身の知的な活動を「哲学」と見なすことに困難を覚えていた。哲学（Philosophie）

という表現を、ギリシアの古代から人々がそう呼んだすべての活動の総称とすることがいかに困難かは、当然また

日本の誰もが知っている。日本では、「哲学」や「存在（Sein）」のような他の表現も、術語的にまったく別の記号

体系・意味体系の中へと翻訳されていった。そうして、19 世紀に、哲学と呼ばれるものの新しい受容がアジアで

始まった。

　哲学の単一性についての情勢は、こんにちでは、またさらに違って見える。分業という近代的形式は哲学をも巻

き込み、しばしば、まるで「哲学（die Philosophie）」の立場へ、専門家やエキスパートがいまやそのために存在

する細別された問題の多くが入り込んだかに見える。その際、この細別された問題は、存在論、倫理学、哲学史と

いった局所的（lokal）な諸領域の分業について人がもはやたやすく語ることすらできないほどに、事細かに論究

された。形式意味論の専門家であればもしかすると、「ヨハネスはペーターが今まさにロンドンにいることが可能

だと知っている」という命題の真理条件はなんであるかということに十分精通していなくとも、「ペーターは今ま

さにロンドンにいることが可能だ」という命題の真理条件はなんであるかということについて考えを持つかもしれ

ない。とりわけ英語圏の分析哲学の研究プロジェクトと結びつけられる現代哲学の分業が、根本的な概念に関する

理解の進歩を導いたことに対して異論を唱えようと思わないが、その分業は私にとって大いに問題だと思われる。

というのも、〔それによって〕以下のことが暗示されるからである。すなわち、哲学者たちのごく小規模な共同空

間（Soziotop）への帰属のかなたにある、さらに実際にそれについて彼らが合意しうる単一の前提枠組みなどは、

ほんとうはもう存在しないのだと。

　ただ一つの哲学文化内部、つまり専門家階級的な英語圏分析哲学内部での分業のほかに、また別の源泉が存在

し、そこから、卓越した単一性の「哲学（die Philosophie）」に対する疑念が流れ込む。この疑念の内容は、人が

哲学と呼ぶものは、その系譜に基づき、克服しがたく地域的（lokal）なものにとどまるのではないか、というこ

とである。つまり哲学は、問題を提起し、解決を検討し、はねつけそして受け入れるような思考様式であり、その

思考形式はそもそも、たんに歴史的、地域的（lokal）な条件のもとでのみ意味あるものとして現れる。所与の枠

組みの外では、哲学はそもそも有意味な実践とはならない、と。広く普及した大雑把な把握のもとでこの疑念が先

鋭化されうるかぎりで、哲学はヨーロッパの発明であり、近代初期に、植民地主義的な推進の枠組みにおいて、他

の大陸に影響を与えている。人がたとえば「インド」哲学もしくは「中国」哲学と呼んでいるものは、確かに若干

の重要な点でヨーロッパのプロジェクトに酷似しているが、しかしそれでも、ヨーロッパ哲学の規範的（kanonisch）

グローバルな対話の哲学

第３ユニット：多文化共生社会の思想基盤研究
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な問題設定へ決して完全には翻訳されえない。ヨーロッパ哲学は、─仮にわれわれのアメリカの友人たちがこのこ

と耳にして常に喜ぶとは限らなくても─こんにち広く展開し分離独立した、北アメリカにおける哲学文化の決定的

な火付け役でもある。この意味で、アジアでも実に「西洋哲学」についてたびたび語られ、そのことで、ヨーロッ

パ、南アメリカそして北アメリカで優勢を保っている哲学のことが意図されている。そうであるからには、問いの

内容は、それに対して東洋哲学─これもまた地域的（lokal）に分離独立し、その結果、中国哲学やインド哲学と

は異なる日本哲学について語りうる─が存在するのかどうか、ということになる。

　それに対して今日の講演で私は、グローバル哲学に賛成であることを表明したい。グローバル哲学とは、ハー

バーマスの有名な言葉を引用すれば、「その声の数多性における理性の単一性」を念頭に置いている。この想定を

「理性の普遍主義（Vernunftuniversalismus）」と名付けよう。私の考えでは、理性の普遍主義を正しい仕方で理解可

能にするためには、グローバル哲学から出発すべきだと思われる。それを理解可能にする正しい仕方は、局所的

（lokal）な声に耳を傾けることができねばならない。さもなければ、周知の、しかしゆきすぎたポストモダン的 /

ポスト植民地主義的な異論─普遍主義者たちは心ならずもある特定のグループを特権化し、それにより、間接的も

しくは直接的に、思想家たちの他のグループを対話から排除しているという異論─が正しいことになる。このこと

は哲学的知識社会学のレベルで実際に起きており、政治闘争や経済競争といった他の関係からもよく知られる多く

の形をとる。しかしとにかく私はこう主張したい。このことは人が哲学と呼ぶところの知的活動の本質には含まれ

ないのだと。この活動はむしろ、別様に考える人との対話を始めること─このやり方で真っ先に、その中でそのつ

ど人が行動するところの前提枠組みが発見される─を目指している。したがってグローバル哲学の意義はまさに、

われわれに次のような状況に慣れ親しませることにある。つまり、誤った意見から厳密に区別されなければならな

いことを他の人が別様に考える状況、そもそも考えずに何か別のことをするくらいに他の人が別様だという状況に

である。

Ⅰ　他者の存在 das Sein des Fremden

　こんにちわれわれがギリシアの言葉でヨーロッパ〔エウロペ〕と呼ぶ地理学上の地域に生じた哲学の、とある基

本的な文書を一瞥してみよう。私は、プラトンの対話篇『ソフィステース』、その中でもとりわけ、才能ある若き

数学者のテアイテトスと、エレア地方─現在のイタリアで、ナポリから遠くない場所─から来たとりたてて名指し

されない異邦人とが互いに出会う場面を思い浮かべている。この対話で重要な問いは、そもそも哲学者とは何かと

いうことであり、その質問は、そこでは、ソフィストとは何かということが議論されることにより間接的に答えら

れるとされる。哲学者とソフィストとの決定的な区別、つまり「種差（differentia specifica）」が探究されている。

　先行する対話篇である『テアイテトス』においてすでに示されたように、テアイテトスは、哲学とは何かを理解

することに、困難を伴いながらも成功している。その理由は、プラトンの他の著作からも推論されうるが、それは

数学者としてのテアイテトスが、自身の知的活動を制限する諸前提に、これら前提をその固有の手段によって知的

に把握せずともかなっている、ということにある。彼は、線と数が存在することを前提としており、それを前提す

ることで、諸公理を頼りにすることができる。公理、すなわち ἀξίωμα（axíōma）とは、本来は名誉ある称号であ

る。公理とは、数ある中でもとりわけ特別扱いされるものである。数学上の諸公理は、プラトンのイデアがそうで

あるように、諸概念の意味を定める命題である。公理はいわば格別の尊敬を受けるに値するものである。なぜな

ら、人がそもそも数学的空間で動き回ろうと望む際には、それら公理を問えないからである。プラトンはこの場合

に、もろもろの仮定、すなわちもろもろの想定や前提─それなしには数学的分野が存在しえないところのもの─に

ついても語っている。

　プラトンに従えば、数学と違って哲学にはもちろんいかなる公理も存在しない。われわれが特定の問いへの答え

を追求する立場にあるという状況以外に、頼りにすることができるいかなる確固とした基礎も存在しない。数学者

であるテアイテトスはこの状況からないがしろにされている（befremden）。それは、テアイテトスに反対するエ

レアの異邦人という人物のうちにあるよそよそしさ（Befremdung）がそうさせるのである。

　かのエレアの異邦人はテアイテトスに何を教えるのだろうか？この対話への私の解釈では、この人は彼に、真か
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あるいは憶測かの専門知識へと差異化する理性の彼岸にある、理性の単一性を教えるのである。古代ギリシアの都

市国家に発生した哲学の大きな問いの内容は、どのような条件のもとでわれわれは理性の単一性を確証することが

できるのか、ということである。その際にこの単一性は、ある異邦人の発見として実演される。アテナイのナショ

ナリズムに賭ける代わりに、プラトンは、理性の単一性に関する彼の解釈に、ある異邦人の扮装をさせる。

　この考察は、ガダマーの解釈学─こんにちのとりわけドイツで不当に評判が悪いのだが─の中心に置かれてい

る。ハンス・スルガの同僚のヒューベルト・ドレイファスとチャールズ・テイラーは、『実在論を回復する』とい

う彼らの本の中で、彼らのやり方で理性の単一性を支持するために、最近ではガダマーの地平融合のモデルを再び

引き継いでいる。『真理と方法』の有名な箇所で、ガダマーは以下のように言う。

 したがって、他者に開かれていることは、（たとえ≪わたし≫に対して自分の意見を主張する特定の相手がい

ない場合でも）、≪わたし≫に対して、≪わたし≫の考えのなかになにかを妥当させる、ということを含意し

ている 2

　周知のように、ガダマーはハイデガーとプラトンを出発点にする。私の意見では、別の形でもってデリダやクワ

インやヴィトゲンシュタインといった様々な思想家たちによっても証明されうる、以下のような的確な考察を彼ら

は行った。〔すなわち、〕言語的発話がそもそも意味を持つのは、問い返された際にわれわれが翻訳として承認・評

価できるような他の言語的発話と先の発話を取り換えることが可能な場合に限る、ということである。これは様々

な言語を超えて妥当するのみならず、あらゆる対話（Gespräch）やまたあらゆる独白（Selbstgespräch）〔自己対

話〕にとっても、根本的なものである。それゆえに、私に対して現れるようなある他の人が存在する必要もない。

あらゆる実際の他人は、他の人たちが現れるうる余地が私にある場合にのみ、暴力だけでなく、理性によっても、

私に対して現れることができる。いや、それを望むと望まざるとにかかわらず、翻訳のマニュアルが作り上げられ

うる場合のみ自分の発話が何を意味しているのかを分かってもらえるからという理由だけでもこの余地はある。そ

れを別様に言うことができなければ、何も言うことはできない。しかしその結果、今はとりわけ以下のことが帰結

する。コミュニケーションに努める際に全人類がそれをよりどころとするような、普遍的で形而上学的に折り紙つ

きのいかなる意味の持続もありえない、と。というのは、われわれが在るものを別様に言うときにそれが明るみに

出されうるということ、つまり、新しく、これまで予想だにしなかった思考の側面を示すということが言語上の意

味には欠かせないからである。

　この現象は、様々な言語間の翻訳の際にとりわけはっきりと現れる。残念ながらこんにちではそうした練熟を引

き継ぐ哲学者たちはあまりに少なく、そうした理由から、ただ一つの言語、通例では英語だけを話し読む無数の言

語哲学者が存在しがちである。

　だからその際に、これら哲学者たちが、言語哲学を形式的な真理条件的意味論と同一視する傾向にあるだろうこ

とは、驚くべきことではない。ある有名な考えでは、命題は、特定の条件下で真であるということによって、命題

の意味を持つ。この背景を前にして、私の意見では、ハイデガーやヴィトゲンシュタインによってとっくに実質的

には解体がすすめられた、以下のイメージが塗り固められる 3。すなわち、言語はつねにまさに、現実世界の動産

（Mobiliar）に属している対象へと関係するという役割を果たすのだ、というイメージである。言語は、事実が何

であるかをわれわれが言おうとすることにおいて成立するとされ、その事実とは、どこに事実が成立するのかをわ

れわれが述べることに通例まったく依存せずに成立する。

　しかし、これは間違った前提であり、とりわけ、自身の声の数多性における理性の単一性を理解するためには、

きわめて劣った出発点である。つまり、私の命題が真でありうるために私が真と見なさねばならないことがあり、

それとは別様に他の人が考える場合に、彼らの別様な考えは私にとって、彼らが誤った信念を持っているのだと私

が考えるという点にのみはじめから存するべきなのである─別様に述べているデイヴィッドソンの断言にも拘わら

ず 4。つまり、私が何かを事実だと確信した時には、私がそれを真と見なすということが意味されている。さて、

他の人がひとり何か別様に考えている場合、私はこの状況をただ次のようにしてのみ理解しうる。彼は思い違いを

している、ないし、誤った信念を持っているのだと（これがどう成立していたとしても）。



90 グローバル哲学？

　私の考えることとは別様に彼らが考えている限り、つまり、同じ知覚的な刺激・誘因でもって、私の信念と両立

しない別の信念を彼らが持っている限り、私は、デイヴィッドソンのモデルに従って、＜彼らは誤っている＞と想

定せねばならない。しかしどうして、別様に考えること、すなわちある別の概念空間に住むことが何を意味するか

に向けた問いが、そもそも意味を持って、最も単純な形式（この a は F である）であるわれわれのカテゴリー的

な言明命題が、因果的な環境世界への反応に還元されうるのだろうか。それどころか、この意味論的見解と、理性

の単一性へ向けた問いに対するその見解の適用とにさいしてすでに、その正当化が問われているところのある世界

像が問題となる。一体果たして、翻訳理論の根本問題は、われわれがどのような条件のもとで心的状態を、純粋に

因果的な出来事─宇宙のどこか「外で（da draußen）」起こっている出来事─から、言語的、意味論的に明確に区

別して理解しうるということを述べているのだろうか？

　理性の様々な声の間にある真の区別は、あらゆる思考から独立した宇宙が「外に」存在するという前提が分け与

えられないところで始まる。その宇宙とはたんに自然科学的に推定されうるものであり、われわれが主観について

言明しようとするすべてのものは、それに向かい合って、結局いつわりの純粋に随伴現象的な内部空間のなかで生

じるものである。この解釈は、例えば成功した意味論的な探究やましてや言語学の成果では決してない。そうでは

なくて、理性的であるということだけをよりどころとするだけではありえない、非情な世界像である。このような

世界像にとって、他者の存在を理解することは成功しない。なぜなら、この他者の存在は、─私がエレア学派の解

釈学的な重要性についてのプラトンの解釈をそのように意味づけるかぎり─われわれがあらゆる理解においてつね

に前提を適切に捉えねばならないということに存するからである。われわれはその前提を、われわれの枠組みのな

かで（偽であると証明する必要のある）別の信念を持つのみならず、ある別の信念枠組みをもつ、そうした他者に

対してわれわれが開かれている場合にのみようやくそれそのものとして認識する。

Ⅱ　他者の理性 die fremde Vernunft

ボン大学の私の同僚であるヨーゼフ・シモンは、数十年前から他者の理性の理論を研究しており、その〔理論〕

は、注目に値する彼の書籍『カント─他者の理性と哲学の言語』において、カントに取り組む中で表されている 5。

その際に彼は『純粋理性批判』の方法論に依拠する。カントはそのなかで、哲学的な知識要求とそれに伴う卓越し

た単数形における哲学を含意する理論をスケッチしている。そこでカントはこう書いている。

 信じこむことは単なる仮象である。というのも、その判断の根拠はひたすら主観のうちに存するにすぎないの

に、それが客観的なものとみなされているからである。それゆえ、そうした判断はまた私的な妥当性をそなえ

ているだけであり、だから真とみなすことが伝達されることはない。真理がもとづくのはたほうの客観との一

致にであって、この客観にかんし各自の悟性の判断はそれゆえ一致していなければならない（第三項と一致す

るものは相互に一致する consentientia uni tertio, consentiunt inter se）。真とみなすことが確信であるのか、ある

いはたんに信じこむことであるのかについての試金石は、したがって外的にいうなら、それを伝達することが

でき、真とみなすことが各人の理性に対して妥当するものとみとめうるかどうか、その可能性にかかってい

る。というのも、それが可能であるならば、主観がたがいにことなっていても、いっさいの判断が一致する根

拠は共通の根拠に、つまり客観にもとづいていることになり、それらの判断はこの客観とことごとく合致し、

かくして判断が真理であることが証明されるものと、すくなくとも推測することはできるからである。信じこ

むことはこうして、真とみなすことを主観が、たんにじぶん自身のこころにぞくする現象としてのみ目のまえ

にとらえているなら、主観的には確信から区別されえないことはたしかである。とはいえ私たちにとって妥当

する真とみなすことの根拠が他者の理性に対しても私たちの理性に対してとおなじ結果をもたらすのかどう

か、他者の悟性にかんしてもこころみてみればよい。そのこころみは─それはたんに主観的な手段であって、

なるほど確信を惹きおこすものではないにしても、それでも─判断のたんなる私的妥当性を、すなわち判断に

あってたんに信じこむことにすぎないものを発見する、やはりひとつの手段なのである 6。
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シモンによるカント解釈全体との関連における、彼のこの箇所の解釈のポイントは、以下のことにある。それは、

われわれは自分たち自身の「真とみなすこと・信憑（Fürwahrhalten）」を、他の人の信憑という尺度のもとで量

らねばならないということであり、そのことは、感覚〔感性〕的（sinnlich）に現存する場面─信念形成へと促す

刺激誘因の意のままになっている場面─だけを頼りにすることによっては不可能である。カントのモデルにおいて

感性はまさに私的妥当性によって特徴づけられるのだから、われわれが自分たちの信憑を他の人の信憑のもとで再

度吟味する際にわれわれが置かれている場面は、すなわち、第一次的なものでもなければそうした感覚〔感性〕的

な場面でもない。再吟味のために他の人へ差し出されうるところの根拠は、けっして感覚〔感性〕的な印象ではあ

りえない。なぜなら、この印象は他の人へ再吟味するために差し出すことができないからである。たとえ知覚理論

と認識理論のうちに、感覚〔感性〕的な印象が何かを真とみなすための根拠となりうるための余地がもちろんある

に違いないとしても。ここではしかし以下の問いが重要となる。それは、われわれ自身や他の人にとって明白な翻

訳を作り上げることができるために、どのような関係のもとでわれわれは自分たちの信念を位置づけなければなら

ないのか、という問いである。われわれがそのために、ただ形式的、統語論的、意味論的な、あるいはまた文法的

な手がかりのみ頼りにできる、ということではなしに。

　この立場では、他の人が別のことを考えるからといって非理性的なわけではないということが必ず受け入れられ

る必要がある。というのは、われわれにとって奇妙な、それどころか非難すべきと思われるような嗜好や行動パ

ターンに対して、われわれがそれらを再吟味しようと望んだときに、われわれには知られていないがわれわれを納

得させるだろう根拠を彼らが持っているかもしれないからである。その際に私は、論を俟たないような道徳的もし

くは政治的な衝突を考えているのではない。＜それによって祝福に満ちた収穫があるであろうから人は定められた

数の子供たちを神のために犠牲にしなければならない＞と、たとえばそのように考えて、罪もない子供を十分な根

拠なしに殺した者は、それについてまともに受け取られるには値せず、彼は間違っているということが確信される

のがふさわしい。

　ここでまた、文化間の衝突あるいは協調についての一般理論が私にとって問題になっているのでも決してない。

そうではなくて、哲学そのものという特殊な事例における、自身の声の数多性のうちにある理性の単一性へ向けた

問いが重要なのである。この事例はそのさいに、国民的もしくは地域的に様々な、個別であり得る諸文化同士─そ

れは協調に向けてあがいていたりもしくは利害衝突のうちにあるかもしれない─が出逢うことのようには、論じら

れるべきでない。

　たしかに、そのようなモデルが明に暗に蔓延している。英語圏の分析〔哲学〕、大陸・ヨーロッパ、西洋、アジ

ア、ラテンアメリカの哲学が話題にされ、そのリストはまたさらに拡張できよう。天体の分布や過去の亡霊によっ

て魔術的に舵を取られるのではもちろんなく、特定の背景的想定が分け与えられるところに存立する哲学の伝統が

あるということについてはそのとおりである。そうしてこんにちの英語圏分析哲学の主流は、身内からのあらゆる

異議を無視して、どうすれば世界についての単一で真なる信念を定式化できるか、どうすれば論理的に構造化され

た信念体系がこの根拠にもとづいて実現するかを理解しなければならない、ということを範例的に出発点にする。

この範例は、ジョン・マクダウェルの有名な著作タイトルをもってして『心と世界』と呼ばれる問題提起のもとで

示されている。それ〔英語圏の分析哲学〕と区別して大陸・ヨーロッパ〔哲学〕と呼ばれてよいものは、このモデ

ルを徐々に弱らせ、よりよいモデルに置き換えようとする試みの連続であった。それはすでにカントによって始め

られ、それからカント以降の哲学により、ここ 200 年の間に展開された。この両方の伝統は、その際に相互に有益

な影響を及ぼしている。なぜなら、両者全体にとって、真理と、宇宙（Kosmos）における人間の位置づけとが問

題として重要だからである。私が今日あなたがた皆さんに向けたい問いの内容は、そうした一般的かつおそらく一

律的な仕方で、果たして日本の伝統のうちにある哲学は何を問題としているかということについての像を描くこと

ができるのでしょうか？ということである。私は、それらの哲学的受容における仏教のいくつかの変種について、

根拠のあるいくつかの信念を持っている。それらは私の考えでは、どんな条件のもとでならばわれわれは、決して

自分たちの背景的想定についての完全な知を得ることができないまま生きられるのか、という問いに対して同じく

重要な寄与をするものである。知の不完全さ、人間の知の限界は、自然が隠れることを好むということや、宇宙

（Kosmos）が極めて複雑であり情報に富んでいるということに存するのではない。そうではなくて、われわれのあ
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らゆる信念─哲学においては精神と世界、あるいは精神と自然の関係が問題であるという信念さえも─が、推測の

上で割り当てられたひとつの背景─それは当然より綿密な視点においては仮象の源泉として正体を現すものである

が─を頼りにしている、ということに存する。この土台の上で、デリダも、有名な「日本の友人への手紙」の中で

─そこで彼は例として「脱構築（Dekonstruktion）」という表現を選ぶが─翻訳の問題に取り組んでいる 7。デリ

ダはそこで、自分は存在への問いと、それと同時にまた他者の存在への問いとを、翻訳理論の枠組みにおいて克服

したいのだと説明する 8。重要なことは、デリダはそのためにいくつもの根拠を挙げているということである。彼

は、彼の批評家たちからしばしば揶揄されたような単純な仕方でロゴス中心主義─それはいわばひとつの宿命なの

であるが─を引き合いに出すのではない。彼はまさに、そのような宿命が存在することに異議を唱えていて、それ

が彼のハイデガー批判の一部となっている。それどころか彼は、われわれは現実を、事実の絨毯─諸性質を持つ対

象が存在するということに存するもの─として表象すべきではないと指摘する。F の外（da draußen）に a はな

いし、G の外に b はない。あるいはより正確にいえば、真実性や虚偽性をこえて現実性との接触もしくは隔絶へと

われわれを導く、ある根本的でカテゴリー的な命題構造をわれわれが用いることで、われわれが現実について話し

合うという理念〔考え〕は、デリダが翻訳理論上の根拠があって疑問を投げかけている想定である。したがって、

ヨーゼフ・シモンがクワインとデリダの結びつき─クワインは決して認めなかっただろうが─を確立したことは、

まったく正しい。というのは、デリダとは違って、クワインは、あらゆる思考の起源、すなわち、われわれを自然

の外的世界と因果関係で結びつける刺激誘因が存在することを無条件に主張するからである。言語は何かに根を下

ろしている必要がある。クワインにとって、言語がどこに根を下ろしているかは、存在論的な相関性なしには言え

ないことであった。

　しかし、それによってほんとうの問題が生じてくる！というのは、クワインが最後にはやはり自然主義者であろ

うとして、したがって「外（da draußen）」に結局は物理学が存在論的に約束される諸対象だけがあるのだと主張

しようとしたことは、偶然ではないからである。哲学の課題は、たんに、様々な約束事を明確にすることにすぎな

い。クワインの多元論は、物理学上の諸理論という一つの多元論があるということに尽きており、その残りは、彼

にとっては、ホメーロスの神々の因果的な力に向けられた文字通りの信仰という形態における、まったくの迷信で

ある 9。

　私がこれらすべてのことに言及するのはただ、翻訳への問いは、たとえばドイツ語や日本語がいわば様々な世界

像をその身に携えているということに存するのではないのだと指摘するためである。私は、それを間違っていると

すら思う！より正確には、私はこのことを、日本語について根拠をもって主張することはできず、一般にそれが世

界像を決して強要しないと十分な根拠をもって判断するに足るほど私がよく知っている他の諸言語についてのみ主

張できるにすぎない。というのは、言語はわれわれにいかなる信念も強要しないからである。このことは、たんに

特定の諸命題の意味や真理性についての特定の見解にのみ妥当するにすぎない。むろん、別の表記法が用いられる

場合は、別の現象が生じてくる。それは、私の知る限り、デリダが彼の日本の友人である井筒俊彦とともにとこと

んまで議論したテーマである。井筒が並外れた言語知識からまとめあげた彼の翻訳理論の背景を前にして、イス

ラーム哲学についての彼の解釈を詳細に議論することは、おそらくこんにちではかつてよりもさらに急を要するこ

とであろう。この諸連関について私は、私の日本の友人である永井晋氏にすでに教えていただいたが、ここ東洋大

学での滞在期間中にさらにそれについて知ることができればよいと思う。

　むろん、例えばドイツ語の「Wissenschaft」という単語が、英語の「science」と同じ意味を持たないというこ

ともまた間違いない。ドイツ語の Geist という単語が、英語には翻訳されえないが中国語には翻訳されうるという

こともまた間違いない。他方で逆に、英語の mind という単語は、ドイツ語にはいかなる正確な同義語をも持たな

い。それは混乱を引き起こすが、しかしその混乱は、単語をある別の単語に置き換えるのではなく、別様に考えて

いる哲学者たちに何が考えられているかを理解させる、ある思考過程に置き換えることによって、解消されうる。

　それにもかかわらず、人が決して納得したがらないのは、「理性（Vernunft）」という表現がすでに「哲学（die 

Philosophie）」と同じくらい用いられるべきでないものだとされる重荷を背負っている、というイメージである。

翻訳理論上の洞察の一つのポイントは、すでにプラトンが持っていたもので、誰かが翻訳を差し出すことが可能で

ない限り、いかなる命題も何も意味しないということである。やはりそれは、「理性」もしくは「哲学」がそれら
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の側ではいかなる形而上学的な意味も持たないということを述べている。ともかく、われわれの語にはいかなる形

而上学的な意味も存在しないが、それは、われわれの語が何も意味しないとか、もしくは、語はわれわれがそれら

を理解しようと思う場合のみ意味を持つということまでは含意していない。われわれは、意味論的に死んだ素材

（Material）に意味を投影する必要はないが、ある会話の脈絡のなかで、何が考えられうるだろうかを理解せねば

ならない。それはただわれわれが翻訳のマニュアルを用いることによってのみ可能である。それは一般に妥当し、

したがってある解釈学的洞察でもあるが、その洞察はもちろんいたるところで抵触されうる。たとえばまったく自

然的な言語の形式意味論の出現を見張る所がそうである。これは、われわれが本来すでに理解している命題がその

表向きの深層構造において意味し述べるべきことについての像を形成するために行われる。この計画は、それが基

づく形而上学的想定が遅くともカント以来実に継続的批判にさらされ続けているのだ、という具合に挫折が宿命づ

けられている。

　私はこうした叙述から以下のように結論づける。哲学の卓越した単一性を放棄し、ただ専門家文化や国固有の思

考プログラム（ドイツ語圏、英語圏、ロシア語圏などの哲学）の─それはもしかするとまたそのつどイデオロギー

的目標だけを追及したりひそかに促進したりする─多数性のみが存在するのだと考える、それらのいかなる根拠も

存在しない。21 世紀のグローバル哲学のための課題は、われわれみんなにとって、われわれの想定以前の地平─

つまりわれわれに規範〔正典〕的と見なされたテキストなどであるが─を根本的に開いたままにすることに存す

る。それが意味することはただ、われわれの背景的想定を、もしかすると他の人たちが持つかもしれない背景的想

定との対話において可能な限り明確に表現し、批判がいつでも自由にできる状況にしようと試みなければならな

い、ということである。だから、私は他の場で、「意見の相違と主題」10 というタイトルの論文で、われわれが「潜

在的に意見を異にしている者たちの共同体」へと集まることを提案した。これはむろん、われわれが理性の単一性

をしっかりと持っているということを前提としている。この単一性は、われわれみんなが自分たちの前提そのもの

を試験台のうえに置くことができる、ということに存する。理性は、宇宙（Kosmos）の動産（Mobiliar）を超え

た本質的に形而上学的な信念についてわれわれに理解させるのではなく、むしろ、そのような信念は意味がなく、

それゆえ他の者たちが別様に考えるということが何を意味するかについてなんら寄与しないということをわれわれ

に理解させるのである。

注
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グローバルな権力、グローバルな世界、グローバルな哲学

ハンス・スルガ
翻訳：小野　純一

　グローバル化はさしあたり人間的権力が拡大する過程であり、この過程は技術的諸技能と科学技術的諸媒体で

もって動かされるとしておく。そのようなものとして成り立っているグローバル化した世界では人間の権力行使が

様々な諸事情、状況、事物事象にますます行き渡る。日々、地上の世界的大都市でジレンマが明白となる。巨大都

市の摩天楼や高層建築の深い峡谷を流れる往来と交通網は、僅かな違いはあっても世界中どこも同じであり、人間

的権力展開の記念物である。また同時に自分自身の所業に直面して人間の屈従化と矮小化が裏付けられている。こ

れによって人間の自由と独立、もちろん人間的権力、そして現実にはその全体的存立が、目に見えて疑わしくなっ

ている。巨大化され圧倒的なこの世界で人間であるとは一体どういうことか。哲学的思考はそのように挑戦されて

いる。しかし、グローバル化の時代に哲学は（まだ）何を成し遂げられるのか。真にグローバルな哲学的考察はい

かなるものだろうか。この問いに向かうには、はじめに幾つかの概念を注解せねばならない。

権力

　権力［Macht］は、語源的には行為する能力を意味する（これは英語の power もフランス語の pouvoir も同様

である。これらはラテン語の potentia から派生し、行動と行為の可能性を表す）。ドイツ語の用法で「権力

［Macht］」は、もちろんより狭い意味で「する［machen］」という人間的振る舞いの能力として、つまり、人間の

方向性や性格のなかでそのような振る舞いを決定する能力として理解される。たとえば国家が法を制定すること

で、国家は国民の言動を規制し、このような仕方で権力を行使する。母は子に権力を行使して医者に連れて行く。

教師は生徒を勉強するよう促すことで。公務員は命令を部下に、あるいは指示を一般市民に与えることで。権力概

念を規定する仕方は他にもあるので、それをここで早めに列挙して解決し、再三言及しないで済むようにしておこ

う。

　（１）ある人に権力を用いる権限がある場合、この人は権力を有する。一国の大統領は省庁を通して権力を行使

できる。これはしかし大統領が本当にその能力があることを意味しない。権力者は、権限を有するものとしても、

無力なものとしても示されうるのだ。本来的な権力は、おそらく、他者の手のうちにあるのだ。

　（２）権力に従うということが人間固有の能力であるというもう一つの概念の方がより重要である。後期のフー

コーは、他者の行動を対象とする人間的行動として、権力を記述する。前期フーコーは行動を権力の形式として考

察しており、権力は人間の行動を超え出ると見なしている。

　（３）ハンナ・アーレントは、協調の行動として権力を、つまり、共に行動することでしか現実化されないもの

について語ることで、さらにその一歩先を行く。これは確かに狭すぎる。というのも、父親についても、父が我が

子に権力を有しかつ行使するとも言うからだ。その上、アーレントの規定は、個々の人間の行動と人間の諸集団の

権力行使とのあいだの関係を覆い隠している。しかし、アーレントと後期フーコーによって共有される人間行動と

しての権力行使の規定は、私には狭すぎると思える。我々は「自然」や災害や、病気や気象変動などが我々に対す

る権力を持つと言わないのだろうか 1。人間の行為も人間が引き起こしたのではない出来事もともに我々に対して

権力を行使するが、諸事情、事物事象も同様に我々に権力を行使する。私のおかれた状況は行動するよう私を強制

グローバルな対話の哲学

第３ユニット：多文化共生社会の思想基盤研究
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する。つまり、状況が私に対して権力を行使しているのだ。我々を分割する壁は我々の振る舞いを規定し、そのよ

うにして我々に対して権力を行使するのだ。私が行っている概念規定は、人間ならざる権力が行使可能なことを明

確に許容するものである。それゆえ私は、人間の権力が行使される際、より特別に人間的権力に言及する。アーレ

ントとフーコーの概念規定は、人間による権力と人間によらない権力がともに作用することを理解する妨げになっ

ている。

　（４）最後にもう一つ別の権力概念がある。それが前提にしているのは、権力が常に何かによって、あるいは誰

かによって “ 別の ” 何か、または “ 別の ” 誰かに行使されることである。例えば、ある人によって、ある別の人に、

またはある人によって何かに対して、さらにはある事物から別の事物に対しての行使である。これに対して、私は

ある人が権力を自分自身に対しても行使しうる、つまり権力行使は自己関与の一つでありうることを認める。ま

た、このことこそ私には重要なのである。なぜなら、私は哲学を特に自己支配の形式として、すなわち自己への権

限付与として見たいからである。ただ私は権力が結局は常に人間に対し行使されることを前提にするため、この第

四に提案された概念よりも私の概念規定の方が狭いものである。

　ここで私は権力の「正確な」概念を見出すことを全く問題にしてはいない。「権力」という語は様々な仕方で正

当に使用されうる。ただ、どの場合でもこの語がどう用いられているか明確でなければならない。というのも、い

ずれの場合もしばしば不正確さが生じるからだ。ここで私が問題にしているのは、全く実践的なことだが、グロー

バル化した世界における権力を見通し良く記述することを我々に許すのはどんな用法かという問いだけである。ど

のような概念なら権力の多様な水準と現実化を精確に提示可能にするかが問題なのだ。権力に対する人間の振る舞

い、グローバルな諸制定の権力、この新しいグローバルな現実における哲学の権力、もしくは無力が問題なのであ

る。

　多くの場合、人間関係は権力関係である。つまり、人間的行動の多くは権力行使である。ニーチェの後を継ぎ、

フーコーはこのことを正しく見ていた。だからといって、すべての関係や行動をそのように理解して良いというこ

とにはならない。見方を逆転しては意味がないだろう。だが、この見方は我々の振る舞いを根底から変えることが

できる。しかし、人間的関係、人間的行為が、権力行使を含むことは、これらが権力行使に、つまり人間的関係と

人間的行為が権力行使としてのみ理解されるべきだということに還元できることを決して意味しない。人間的行動

を冷笑的に理解することほど、私から程遠いものはない。我が子の幸せを心配して母はその行動へ動かされる。こ

の心配が母に我が子への権力を行使させる。つまり、権力行使じたいが母親の目的なのではないということだ。人

間的権力行使の他の領域においても、おそらくは同様と思われる。

　人間的権力に加えて、自然の権力が我々に降りかかる場合の権力について私は言及する。しかし、自然の権力だ

けでなく、我々自身が創り出したものもまた、我々に対して権力を行使しうる。つまり壁は我々に対して権力を行

使しうるのだ。我々を分割する壁の建設は、第一に、人間的行為の結果である。政権が自国民を囲い込むために壁

を建設する。別の政権は、逆に、敵を外部に留めるために。ここでは権力行使は直接的に人間的行動として理解さ

れうる。だが、一度、壁がそこに成立してしまうと、もはや人間的行動に依存しない現実を壁は有してしまうの

だ。たとえ壁を建設した人間たちがもはやいなくとも、壁は効力を発揮する。このようにして、壁はもはや（いず

れにしても、もはや直接には）人間に由来しないある権力を今や行使している。そして、同じことが我々によって

創られた世界とその世界にある事物事象の全てについて言えるのである。

　私は以上のように自然の権力と我々が産出し我々の手から離れてしまっているような諸権力を区別する。後者を

私は端的に歴史的諸権力とも呼ぶ。なぜならこれは歴史的人間たちの所産であるからだ。それに応じて我々に対し

権力を行使する事物の間で、歴史的に創出された事物と自然の事物とを区別し、さらに歴史的に創出された事物に

は装備［Gerätschaften］という語を私は用いる 2。これらの概念を用意すれば、グローバル化が歴史的な権力拡大

の過程であり、この過程は歴史的に獲得された技能および歴史的に制作された装備でもって動かされていることが

言及可能なのだ。加えて、人間の権力行使がこのようにして我々の装備が有する権力へ移行することを我々は確認

できるのである。

　人間の権力と事物の権力（自然の事物でも装備でも）は、本質的に相異なる。事物は純粋に因果律に則って権力

を行使する。これは、諸事物の権力効果が完全に因果律に則って決定されているという意味ではない。というの



97国際哲学研究５号 2016

も、事物の因果関係に対し人間は様々な仕方で反応するからである。事物を神の徴と見る人々は、おそらくそれ相

応の仕方で反応するだろうし、事物を自然主義的に理解する人々の振る舞いは本質的に異なるだろう。旱魃に際

し、人身御供をしようとする場合もあるだろうし、別の場合には灌漑施設を建設しようとする人々もいる。人間的

権力行使もまた因果的効果を利用するのだ。しかし、これに加えて、人間の権力行使は意図という性格を持つ行動

でもあるのだ。権力を行使することで我々は同時に特定の意図を達成しようとする。親は子に権力を行使して、我

が子を自立した一人前の人間に育てようとする。公共の生において人間は権力を駆使して、成功しよう、裕福にな

ろうとする。あるいは、有名になろうとしたり賞讃の的になろうとしたりするし、権力行使にはその他無数の理由

があるだろう。我々は政治的権力を利用して一つの国家を維持しようとしたり、他国を破壊しようとする。権力は

通常、権力じたいを目指して行使されるのではない。権力への意志は存在するが、全ての権力行使がこの意志を例

証してはいない。諸事物の権力は権力への意志でも何か他の意図のものでもない。世界は総じて権力への意志であ

るとニーチェが書き記すとき、彼は間違って見ていたと結論づけざるをえない。

権力の領域

　親が子に、教師が生徒に、将校が軍隊に権力を行使するが、その権力は常に制限されている。親の権力はおそら

くその手の届く範囲に限定される。教師の権力はその声の届く範囲に。兵士の権力はその命令が権威を持つ範囲に

限定される。権力は行動する個々人の場合でその人の身体的な力［Kraft］、社会での地位、心の状態、経験によっ

て限定されている。しかし、我々が共同作業することで我々の権力の領域は拡大されうる。我々は一人では不可能

な行為を共同で遂行する。行動の連鎖を形成することで、我々は自分たちの権力行使の領域を自分たち自身が見う

る以上に拡大するのだ。共同作業は多くの形式を有する。迫り来る悪天候から収穫を守る場合、おそらく村では隣

人を共同作業に呼ぶのに一言で足りるだろう。別の種類の共同での権力増大や拡大では、多様な計画と組織を必要

とする。近代的な人間集団は洗練された方法で、たとえば交通システムのような非常に複雑な仕方で互いに力を合

わせて共同作業することへ仕向けられるのだ。政治史は、人間的権力の大きさや射程の入れ替わりを通して特徴づ

けられる。族長は自分のすぐそばにいるものにしかその権力を行使しない。近代的な政府は、交通やコミュニケー

ションの可能性を徹底利用したり兵器システムを動員して、広い諸領域に権力を行使しうる。権力の領域が最終的

に全地球に及んでいれば、グローバルな、あるいは惑星規模の権力について我々は語る。合衆国はそのようなグ

ローバルな権力の一つである。

　我々は新しい行動方法の発展を通して権力拡張を創出する。我々は、人々とより巧く付き合うために技術を学ん

で、抜け目ない言葉で彼らを説得する。人間の行動を意図した方向へ仕向けるため、脅迫や暴力の使用がいつ効果

的なのかを我々は学ぶ。この類の権力行使は技術［Kunst］を要する。私は古代ギリシア語の用法でこの言葉を用

いており、権力を拡大する諸々の行動方法を諸技術［Techniken］として語っている。権力拡張にはしばしば様々

な種類の装備が必要である（英語ならこの場合、equipment というだろう）。私はこの装備を技術的媒体とも呼ぶ。

なぜなら、その製造も使用も諸技術によってのみ可能だからだ。語り手は他の人たちに語ることで権力を行使す

る。拡声器はその声を、その声が届く範囲よりさらに遠くへもたらし、そのようにしてその権力の射程を拡張す

る。電流の助けを借りて語り手は最後にはおそらくそれどころか惑星規模でこの権力を拡大させうる。この達成の

ため、語り手は技術的媒体を必要とし、媒体は媒体で製作され使用される技術を要請するのだ。

権力の媒体

　自然に生起しているもので、我々が権力拡張に利用する事物と、権力拡張の目的でわざわざ発明する装備を私は

区別している。事物の権力があり、また装備の権力があり、これら二つは区別されるべきなのである。事物の権力

は我々の先達にも明瞭であった。彼らはこの権力を儀式や供犠でもって制御しようと繰り返し試みてきた。これに

対し、我々は自然を征服したと信じている。我々は自分たちが自然の権威を凌駕したと確信している。だが、これ

が事実かはまずこれから明らかにせねばならない。というのも、今日我々の脅威となっている自然環境の大災害に



98 グローバルな権力、グローバルな世界、グローバルな哲学

おいて事物の権力が再び暴力的なものとして立ち現れているからだ。我々は本当に事物の権力を無力化できるの

か。たとえ我々がこの問いに対しまだ十分には意識的でなくとも、我々によって製造された装備の権力の問題より

も我々はこの問題の方を依然としてずっと良く理解している。装備が完全に我々の権力下にあると素朴な考え方を

採用してみる。装備は我々固有の創造物ではないのか。だが、我々を分割する壁の例だけでも、我々の誤認を正し

てくれるだろう。

　我々の諸技術を強化する科学技術の器具や装備は、自ずと成立するのではなく、技術的な行為によって製作され

ねばならない。その際、技術は科学技術を、科学技術はまた新しい技術を生み出す。しかし、技術と科学技術はい

つも協力関係にあるのではないし、協力し合うとしてもいつも同一の仕方ではない。私は優れた話し手になる訓練

をできるが、そのために私は必ずしも科学技術による器具を必要としない。私がそのような話し手になる訓練は、

またこれ自体一つの権力行使である。訓練を通して私は私自身に対して権力を行使する。つまり、私自身の行動を

決定するのだ。大規模な人間集団を組織するためには、もちろん自己決定的な権力行使だけでなくもっとさらに必

要なものがある。例えば、データ集積、官庁、事務所といった科学技術的な装備である。世界的大都市における人

間の流れを組織するためには、障壁、標識、国境、橋、交通手段、コミュニケーション手段、防犯カメラなどが必

要である。我々の装備には多くの形式があり、作業用の道具、機械、器具、建築物、生産品、手段に分けることが

できる（現時点ではこの分割にまだ意義はない）。我々の先祖にとって未加工の原石は装備品であり、私の自転車、

鉛筆、本も装備品である。コンピュータも携帯電話も電気剃刀機もそうだし、航空母艦、戦闘用ドローン、世界規

模の監視システムもそうである。我々は高度に科学技術化された世界に生きており、つねに装備に囲まれている。

これらは人類の長く紆余曲折を経た歩みのうえに生み出されてきたのだ。これらの事物を製造するには、製造者の

自分自身に対する権力行使が必要であるし、このことはその使用にも当てはまる。これらの事物を生産したり使用

する過程は権力行使の新しい諸形式を生み出す。最も単純な道具の製造自体でさえも巧みさと経験を必要とし、そ

のような道具の使用にもこのことは当てはまる。矢尻を作る先史時代の鍛冶職人はどのように金属を熱して形を作

るべきか知っているはずだ。訓練された射手はまたどのように矢を弓につがえて放つか知っている一方、矢尻の製

造についてはわずかしか知らないかもしれない。製造と使用における巧みさと経験は、どちらの場合も習得されね

ばならない。それゆえ鍛冶職人には自分の徒弟が、射手には助手がいる。近代の兵器製造者は、大規模経済の規則

に従ってコンツェルンを運営しなければならない。兵器を用いる軍隊はその操作と制御において鍛えられていなけ

ればならない。技術も科学技術もこのように人間的な作業配分に貢献し、それにともなって最も小さく最も単純な

形式に、特に近代的なグローバルな社会に、人間的社会の新しい秩序をもたらす。

　装備の製造および使用は、少なかろうと膨大であろうと人間の秩序づけられた共同作業を必要として、その結

果、科学技術の発展を通して権力行使の新しい種類が生じる。これはフーコーが語る規律的権力であり、企業、コ

ンツェルン、事務所、学校、軍隊の集中化のなかに現れている。これらは同時に新しい権力手段を生み出すが、新

しい権力手段はつねにより操作しやすいものでなければならない。これにともない多くの人──個人であれ小規模

の集団であれ──の手へ権力が分割、分散されることとなる。これらの人たちの権力の射程は新しく作り出された

科学技術的手段によって拡大する。権力の集中化と分割化はこうして協力し合う。我々の装備の使用と誤用も協力

し合っている。その誤用を大規模なおそらくグローバルな射程で集中化は組織化された機関を通して許容する。そ

の誤用を権力の分割もまた個々の小規模な集団によって可能にし、これもまた大規模な可能性においてはグローバ

ルな射程をもつ。権力拡大を目的とする科学技術的な装置の誤用を「テロリズム」と呼ぶ場合、権力の使用は我々

の装備の助けによって必然的にテロリズムを引き起こすと言わねばならない。権力をグローバルな射程で行使する

ことが可能なら、グローバルなテロリズムの可能性は常にあるだろう。権力の使用とテロルは切り離せない。権力

使用の可能性が覚醒するように、同時にテロルの可能性も大きくなる。テロルとグローバルなテロリズムに対する

恐れは、まさに我々の装備が我々に対して持つ権力認識のもう一つの側面なのである。我々は根本的に科学技術的

存在である。なぜなら、人類の記憶が遡れる限り、我々は科学技術的な装備を用いているのだから。人間の生の形

式として前科学技術的な形式がかつてあっただろうか。それを我々は知らない。なぜなら、遺された人類初期の装

備しか証明するものはない。知られる限り、人間は常に科学技術的な装備に囲まれてきた。この仕方で人間は自然

の権威から逃れてきた。こうして科学技術は人間的自由の道具として人間に対し自己を示す。飢餓、寒さ、暗闇か



99国際哲学研究５号 2016

らの自由、病気からの自由、野生の脅威からの自由、最終的には他の人間に由来する危険からの自由。我々は依然

としてどの新科学技術に臨んでも我々の装備が有する魅惑的な自由を感じている。我々は車に座って「野外へ［ド

イツ語では、自由へ］」走り出るとき自由を感じる。我々は遠い国での「休暇［ドイツ語では、自由時間］」に飛び

立つ。だが、いずれの場合も我々は装備に拘束されている。

　我々を自由にする科学技術は、同時に我々を縛り付ける。自然の権力から解放され、装備の権力へ向かうのだ。

我々は装備から逃れることができないし、生活形式が他のあり方を許さない。装備の世界を去ろうという試みはど

れも「休暇」になり、この「休暇」からはまたすぐいつもの世界へ帰ってくるよう強制されている。我々の先達は

事物の強制を知っていた。彼らは場合により、装備に由来する強制を、おそらくこの強制が自分たちにとって新し

いゆえに、認識していた。それゆえ彼らは諸刃の剣、トロイアの木馬について語った。この新しい強制から逃れる

ために、彼らは科学技術でもってもう一つの世界、イマージュと概念の象徴的想像世界を創った。そこで彼らは自

由かつ人間的に振舞うことができた。科学技術的手段の目的的世界とは反対にこの世界は非目的的である。

グローバルな権力

　グローバル化はまず既に述べたように人間の権力拡大の過程であり、それも惑星規模の水準のものである。ただ

し、すべての惑星規模的な権力展開が人間の作為ではない。気候変動はおそらくグローバルな結果をもつが、グ

ローバル化というときこの過程を意味しているのではない。我々が意味しているのは、むしろ人間の権力展開に由

来する惑星規模の影響である。惑星規模の権力展開はしかし同時に、我々に対するそれ独自の権力を展開する装備

の世界をもたらした。それとともに、惑星規模の権力は人間のもとを離れていった。グローバル化の過程は独自の

権力を展開し、このようにして我々を独占する。我々は自分たち自身の牢獄の収容者になる。あるいは、我々の器

具で満ちた贅沢三昧における捕虜とでもいうべきか。

　マルティン・ハイデガーはかつて、科学技術ではなく科学技術的思考が我々の問題であると述べた。これは人間

的な権力拡大の問題を思考の領域へ移す。我々が端的に正しく、つまり非科学技術的に思考するなら、科学技術が

設定したこの問題はすでに克服されている。ハイデガーが見誤ったのは、我々の科学技術が我々を科学技術的思考

へと強制すると考えている点だ。我々は科学技術に束縛されていて、それなしにはいられないし、むしろそれなし

の状態を望まない。というのも、個々の道具はどれも新しいさらなる権力を保証し、今度はさらなる権力はどれも

新しい自由を保証するからである。そうして、権力と権力喪失状態、つまり自由と必然の全体関係が、この過程で

持続的に我々の自由と権力の不利になるようにずれていることを我々は認識していないのだ。

　惑星規模の権力行使は、高度に発達した技術とそしてまた高度に発達した科学技術的手段を要請する。グローバ

ル化した世界は、かくして、技術的・科学技術的な世界であり、そこでは人間の権力が事物の権力と共生してい

る。我々はグローバルな世界を創設し、創設されるや今度はこの世界が独自の権力を展開する。この世界は人間の

営みの結果として存在し、我々にその基準に従って生き、思考することを強いる。これは、人間的権力行使が終焉

にあることを意味するのではなく、人間的権力行使が今やある一つの現実に包含されていることを意味しており、

その現実に対する我々の権力は失われたのである。

　このように自己を表す惑星規模の権力は動機を持たない。それは、あれこれの意図に導かれているのではなく、

自然力としてその独自の因果律的な法則に支配されている。グローバル化された人類は地域的な所与性の制約から

は解放されているものの、その境界の向こう側で人間的自由が約束されているわけではない。むしろ今度はさらに

装備全体によってフィルターにかけられ、そこから我々が自分を自由にしようと試みていた自然の必然性が待って

いる。解放の行動は、新しく不慣れな束縛という事実で終わる。眼識があるなら、グローバル化した世界の政治が

決して自由の政治ではなく、強制の政治であると理解できる。依然として緊急の自然環境の危機という強制の政

治、さらに依然として増加し続ける人口という強制の政治、そして最後に、我々自身の科学技術的手段という強制

の政治であり、この科学技術的手段をそして我々自身を維持するため我々は科学技術的手段を整備しなければなら

ない。
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グローバルな政治

　政治は長い間、限定された射程をともなう権力行使であった。この限定において全ての有名な政治体制は築かれ

てきた。内と外の区別、この限定された体制のどれもが自分の家の主であり、この体制は外部に対しては独立し主

権を有すると決定できるという主張をともなっている。人間的政治のグローバルな段階においてこれらの諸限定は

消えている。名目上、諸国家は存在しているが、その内部と外部はもはや長くは厳密に区別されない。人間、貨

物、武器、危険、イデオロギーは、国境の杭を超えて出入りする。

　グローバルな政治は、人間的権力のグローバルな拡大によって成立した。装備によって我々は、最終的にはグ

ローバルな射程に達するまで権力の射程を不断に拡大することを学んだ。航海術の発達は発達の生き生きとした像

を与える。中国とヨーロッパにおける技術的・科学技術的発達は、近代初期に海洋航行する船の建造を初めて可能

にした。その後、16 世紀にスペインとポルトガルのカラベル船［三本マストの小型帆船］が来て、地球を周航し

た。間もなく、より速くより大きくより武装し、さらに大変強力なオランダとイングランドのガレオン船の時代と

なり、スペイン・ポルトガルの権力要求に制限を加えた。その後、大英帝国を支える金属製蒸気船が航行する 19

世紀となった。続いて、グローバルな領空が技術的・科学技術に受け取られる。すなわち、航空機、大陸をまたい

だ爆撃、大陸間弾道ミサイルシステム、現代では、ネバダから制御されてアフガニスタン、イラク、シリアに死を

分配する遠隔操作によるドローン──これが合衆国のグローバルな権力の今日的な基盤である。さらには、加速す

る流通が挙げられる。全ての大国と大経済圏がこれを行い、人間と物資が地球をめぐっている。

　水上と領空のこのグローバル化は、無線装置による新しいコミュニケーションシステムからデジタルのネットに

いたる進歩なしにはありえなかったろう。グローバルな流通とグローバルなコミュニケーションは事実、我々のグ

ローバルな世界がその上に建設されている支柱であり、グローバルな政治の条件でもある。これを論じることはこ

の発表の範囲を超えてしまうので、若干の指摘にとどめねばならない。それは、この新しい政治的現実における哲

学の位置づけという問いにとって意義のあるものである。

　ここでは特にあらゆる社会的政治的過程の加速が本質的に重要である。ペルシア人によるバビロン征服のあと街

の端から端に知らせが届くのに 3 日を要したとアリストテレスは伝えている。2015 年 10 月 15 日、ボンベイの取

引所はグローバルな株売買を今や 6 マイクロ秒内に終了でき、その際、速さを 200 ナノ秒に上げると伝えている。

以前は、中国の端から端に、あるいはイタリアからドイツに旅をするのに何週間、何ヶ月とかかったが、今日、

我々は数時間でグローバルな距離を横断する。貨物、人間、武器、犯罪者、取引と危険、原料と廃棄物は、最大限

の速さで惑星規模の空間をとおして運搬される。情報、誤報、思想、噂は、ほぼ間髪おかずに世界のすべての場所

に届けられうる。

　この加速は成熟した政治的過程を蝕んでいる。グローバルな過程の加速は政治的な諸問題も加速化しているの

だ。政治的諸問題は以前よりも早く発生し大きくなり、直接に効果を発揮する解決を求める。素早い決断の政治

が、以前の丁寧な審議と交渉の政治に取って代わりつつある。今は実行力ある人の時代である。議会、委員会、内

閣でさえ、しばしば側線［引き込み線、分岐線］におかれている。これは民主制において殊のほか痛ましく、非常

に判りやすい仕方で、合意形成の政治が決定の政治へと姿を変えている。

　カール・シュミットは議会の議論への批判をしている。政治的なものの決定を、敵味方の区別の決定として、つ

まり全政治の時代を超えた特徴づけへの寄与としてではなく、時代を先取りした描写であると私は彼の批判を読

む。政治が、グローバルで科学技術的な世界の新しい条件下で何を意味するかを彼は先んじて描き出している。

　世界のグローバル化は元来、経済的関心によって動かされてきた。スペイン人は新世界の黄金を求めた。ポルト

ガル人とオランダ人は東アジアの香辛料を争った。大英帝国は最果ての島々と植民地のうえに交易の帝国を設立し

た。グローバルな世界はこうして一つの世界になり、そこでは経済的関心が支配的である。人間の地球上での移動

はいまもまだ国境によって制限されている。だが一方では、自由に貨物が大陸から大陸へ運ばれ、最終的な貿易制

限は、関係する人々の意思に反して交渉のさなかである。

　経済は装備の論理である。世界のグローバル化の過程における世界の経済化は、世界の装備化である。世界の装

備化が、生のあらゆる領域を捉えている。我々は、新自由主義の支配を問題にしている。しかし、経済化された世
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界は、シカゴの何人かの経済学者のなせるものではない。それは、イデオロギーの表現ではなく、我々が作り出し

た科学技術的装備と科学技術化されたグローバルな世界の命令形である。この世界では、我々の生のあらゆる側面

の機能変化を観察できる。全てが、科学技術的・経済的命令形に支配されているのだ。野生の自然は自然保護公園

になる。歴史的記念物は丁寧に復元され、観光客の関心の対象にされている。教育は、装備化された世界を維持す

る者たちの育成へとなっている。

　政治もまたこの世界での新しい統制を含む。政治は装備の機械仕掛けで操作され、装備世界のための巨大な管理

機構になっているのだ。経済と政治のあいだでの以前の分離や、政治的決定は経済的関心を規制し調整すべきだと

いう思想は、政治と経済が一つのシステムに一体化することで置き換えられた。独立した部局としての国家は終了

し、政治的かつ経済的権力を形成する統合体になった。この形成の中で政治的な諸勢力と経済的な諸勢力が分けら

れる。政治家と経済の諸勢力の分割は消えてしまい、従事する者が一つの立場から別の立場へと移動する循環の中

で立場を変えるのである。

　グローバル化した世界は、古い構造全てを解消するのではなく、古い構造をグローバル化世界独自の関心の論理

へ統合する。共同体、「国家」、「文化」、「伝統」、言語はそのまま残っているが、しかし統合化された科学技術的世

界の諸機能として残っているのだ。こうして、この新世界は全体として見通し不可能となる。以前我々が世界を理

解した諸範疇は、もはや用いることはできない。グローバルな構造の巨人症の中で人間は身体としてだけでなく精

神としても小人化しているのだ。

　統合された諸要素という多様性は同時にグローバルな国家の形成を妨げている。というのも、グローバル化とと

もに我々は同時に自分たちの差異、対立、紛争をグローバル化したからである。それゆえ、今日、グローバルなテ

ロリズムがあるのだ。それゆえ、原子力潜水艦、大洋横断艦隊、原子爆弾、ミサイルシステム、ドローン、人工衛

星を有する敵対権力のグローバルな抗争勢力があるのだ。世界国家はなく世界政府もないが、つねに現在化してい

る抗争の可能性が存在し、この抗争はグローバルな世界においてつねにグローバルな性格を仮定できるものであ

る。

　このグローバルな構造の一部がその他の部分に対して発揮する持続的な支配もまた存在しない。グローバル化の

過程における稼働力は長い間、西洋の手にあった。しかし、グローバルなシステムの全ての部分の平均化と統合化

は、これ自体、グローバル化の避けえぬ結果であり、不均衡が持続することを阻むものである。これまで西洋は、

全世界が西洋自体と同様に発展の同じ途上にあると、つねに仮定していた。なぜなら、西洋はその近代的な発展を

諸制定の権威から個人の自由への進展として、また、少数の支配から多数の支配への発展として理解していたの

で、同時に、グローバル化の過程は全世界を同一の方向へ強制するだろうと仮定していた。だが、これは今や間違

いであったことがはっきりした。そのかわり、様々な歴史と発展の収斂を期待すべきであろう。そして当然ながら

その結果、この過程を理解しようとするグローバルな哲学的思考は、西洋人のみにその眼差しを向けることはでき

なくなる。グローバル化は、西洋の諸理念を世界の残りの地域に投影することではありえない。グローバル化の成

果は多様な思考法や思考伝統の習合化となるだろう。擬似グローバル的単調さの時代にグローバルな哲学的思考

は、グローバル化の人間的な出発条件の多元主義をしっかり見据えねばならない。

グローバル哲学

　以下の問いがもちろんまだある。つまり、哲学は成立しつつあるグローバルな世界において、かつて世界が置か

れ繁栄していた状況からこれほどまで根源的に異なった状況下で、“ いまだに ” 何か意義をなし得るのかという問

いである。加速化とせわしなさの時代にあって、ゆっくりと省察する哲学的な思考はどうあるのか。自由に哲学的

に概念に取り組むことは、一貫した経済化の時代の中で、自己を有益だと示すべきなのか。もし教育が、装備の維

持、世話、増加のための養成に転じるなら、哲学は人文社会系の諸学問とともに大学経営のなかで維持されうるの

だろうか。グローバルな政治が、グローバルな経済が、グローバルな金融システムが、グローバルな外交が、グ

ローバルなインターネットが、グローバルな娯楽が、グローバルな紛争がある。しかし、グローバルな哲学があり

えるならそれはどのようなものなのか。
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　いずれにせよ、我々の哲学的思考はグローバルな社会の枠組み内で新しく定義されねばならないことは確かであ

る。孔子やプラトンからハイデガーやジョン・ロールズまで我々は繰り返し社会の精神的導きを哲学者に要求して

きた。哲学は、現実の全体像を提供し、自分自身と自分の場所を事物の推移のなかで見ることができる概観を与え

てくれるとかつて言われていたのだ。また、哲学は、基準と原理を打ち立て、我々はそれらに従って個人的そして

政治的生を整備すべきだと言われていたのだ。そのような要求はグローバル化の時代において今でも現実的だろう

か。一部はいずれにせよこれに反対する。第一に、我々の現実を概観することが不可能である。この概観に代わっ

て、今日我々は我々の状況の非俯瞰性を認めるよう強制されている。最終的で最高度の基準を決定するという使命

を哲学に与える代わりに、そのような基準は新しい世界の出現にともない全く役に立たなくなったと認めねばなら

ない。さらに、権力の道具がもつ圧倒的な存在感とは逆に、グローバルな現実におけるあらゆる精神的なものの副

次化がある。それから、静かな省察に時間も落ち着きも与えない生の加速化がある。我々の注意は数秒へと短縮さ

れ、長い思考過程や難しいテクストに忍耐を割くことができない。さらにこのほかに、グローバルな社会全体が政

治経済的な過大な負担をもつ統合体の込み入ったネットに融合されることも加わる。さらに、地域的かつ歴史的な

ものの廃棄も加わる。かつて地域的かつ歴史的なものから我々の哲学的思考は生を得たのだが、今や我々の惑星規

模の現実は匿名の無時間性の中へ解消されてしまった。これら全てとそれ以上のことが、哲学的な思考にたいする

これまでの要求に反対しているのである。

　これに対し、様々な回答が提供される。

　（１）我々はヘレニズムの思想家たちから学ぶべきかもしれない。彼らは同じく、哲学が以前に有した支配的要

求が妥当性を失った時代に生きていた。かつてこの要求は、自由で自立し自己管理し、地域的な施設としての古代

のポリスに結びつけられていた。ポリスがこの特徴を失ったとき、ヘレニズムの思想家たちは、社会の精神的指導

者に対する要求に背を向けた。彼らは自分たちをもはや自分の都市や国家の市民とはみなさず、コスモスの市民、

コスモポリタンだと考えた。これによって彼らは、ある新しい人間的生活形式、世界からの隠棲への道を開いた。

この隠棲はのちにキリスト教の隠者や修道士において再び高まりを見せた。それゆえ、我々は未来の哲学的思考を

想像することができる。そこでは、諸制定と学界の外で、省察する思考の古い技芸［Kunst］に協力しあって自己

を捧げる少数者の営みに哲学的思考はなる。これは常に、世界はいつかこの思考の価値を再び見出すだろうという

希望のうちにある。

　（２）であるなら、グローバルな時代における哲学的思考は、古き、多様な思考法の維持に、古き哲学的言語の

保護に、古典的テクストの読解に、古き、場合によっては時代遅れの思考方法の実践に貢献する心得をもちえるだ

ろう。グローバルな哲学的思考は、したがって、歴史的かつ地域的に多様な哲学的思考を誠実に受容し、その多様

性において存立させるということになろう。だがこれはグローバルな水準における哲学的な言語不在について語っ

ていることを意味するのではないだろう。むしろ、我々の間でのグローバルな哲学的対話は、異なる思考様式と思

考伝統の間にある様々な差異や移行に精確に取り組むであろう。そのような思考は、グローバルな世界の単調性の

同時代にあって、正反対なものであるだろう。

　（３）同時に批判的なグローバル哲学の可能性も我々は理解できる。そのようなグローバルな哲学的思考は、こ

の思考自身の現実の諸条件とも取り組まねばならないであろう。そのような思考は、まさに、私が持ち出してきた

主題に取り組む必要があるだろう。つまり、人間的権力の拡大、そのグローバルな射程への拡張、まさにこの目的

での装備の世界の建設、事物と装備の権力の下に人間的権力がその中から生じる秩序づけへの従属、それに従って

人間的自己権限付与の本質的形式としての哲学が蝕まれることに取り組む必要があるだろう。これにともなって、

最後に我々は決定的な問いに至る。

　（４）哲学的な思考は、とりわけ人間的自己権限付与の過程はつねにあらゆる場所にある。それは、いつでもあ

らゆる場所で事物と装備の権力に対抗している。哲学的な思考において、人間的な象徴の諸構成における人間の権

力が自らを表すのだ。しかし、この権力のうちどれほどが残っているのだろうか。哲学の、そして我々の権力喪失

時代にあって哲学はどうなるのだろうか。
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注

１ 訳注：ドイツ語の Macht には［自然の］威力・猛威と訳せるような意味も含まれているが、この翻訳ではそのような力も
含意しつつ、用語として「権力」に統一する。

２ 訳注：ドイツ語 Gerätschaften は機具・諸道具を意味するが、訳者が原著者のハンス・スルガ氏およびマルクス・ガブリエ
ル氏と会話した際、両氏は「特定の目的のために創設・設定された設備・装具・機器・用品」という含みが意図の中心にあ
ると述べていたので、ここでは試みに集合名詞として「装備」、単数形を特定の用具として「装備品」と訳す。
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戦後日本の学界における「儒学の日本化」問題についての考察

呉　　震 1

翻訳：辻井　義輝

　要約
	 　戦後 70 年近くもの間、日本の学者たちは、戦前に出現した「儒学の日本化」に対して、反省や批判を加えた

りしてきた。ある学者は、「日本化」と「近代化」との二重の視点を介することで、徳川思想史の新しい像を再

建することができると考えた。また、ある学者は、「日本化」の論理を解体して「土着化」という語を採用し、

これに代えようと努めた。本来、「日本化」とは、中国儒学などの外来文化を転化し、自分のものにして日本化

した儒学から、日本儒学が形成されることを意味している。ただ問題は、明らかにこうは簡単にゆかないことで

ある。「日本化」が可能となるには、その前提となるものが必要である。儒学の「日本化」は、外来文化が伝

わってくる以前に、先ず必ず何か固有の日本の伝統文化（丸山真男がいう日本性）があって、外来文化を転化す

る思想的資源となりえて、はじめて可能となるのである。しかしながら、「日本性」──日本の伝統文化におけ

る固有の特性──なる概念をどのように線引きするかということが「儒学の日本化」を問う際一大問題となるの

である。重要なことは、「日本化」する過程に出現したさまざまな問題を不断に省察して、今日の我々のための

「攬鏡自鑑」（鏡を取ってみずからを写し出す）の道具とすることである。

はじめに

　歴史上、仏教が東漸して「中国化」が生じ、最後に禅宗を顕著な例とする「中国仏教」に転じたことは、ごく自

然な文化的現象であった。さらに、中国から東伝して日本に進み、同じく「日本化」が生じて「日本仏教」が形成

されたことも、東アジア文化交渉史上において、同じくごく普通の思想的現象であった。実のところ、早くも 19

世紀末に近代の中国人が「古今」「東西」といった問題に悩まされるようになる以前、東アジア地域の内部（例え

ば、中国、朝鮮・韓国、日本、越南）の文化交流はこれまで途絶えたことがなかった。ただ、この交流の過程は決

して順風満帆とはゆかず、双方が接触した際、相手の思想を吸収して受容すると同時に、往々にしてそれに対する

さまざまな拒絶反応が起こされ、ひいてはそれを解体してさらに再構築したりするなどのような複雑な歩みを経る

こともあったであろう。これは比較文化、あるいは間文化研究の領域において常に向き合わなければならない歴史

事象である。

　もともと、中国と西洋の文化的接触においても、東アジアの思想的交流においてでもよいが、仏教が中国化した

り、儒教が日本化したり、ひいては西洋の学問が中国化するなどの問題は、すべて厳粛なる学術課題であるといわ

ねばならない。しかしながら、中国はともかくとして日本について言うと、前近代（「近世」あるいは「早期近代」

ともいう）から近代にいたる中国儒学の吸収と受容、批判的改造の過程にあって、極めて屈折した過程を呈し、と

りわけ、江戸時代の儒学の「日本化」に引き続いて、近代以来さらに「再日本化」するプロセスを生じたととも

に、いわゆる「近代日本儒教」を形成したが、そこには非学術的な要素も胚胎することとなった。この過程にあっ

て、儒教は、17 世紀の日本ですでに日増しに膨張していた民族的主体性、文化的主体性などの問題と絡まり合っ

たのみならず、ひいては 19 世紀の帝国日本（明治帝国から第二次大戦期の昭和帝国）の政治イデオロギーと密接

に結合し、それに寄りすがる勢いを成した。そこで、「近代儒教」は、日本の戦後、とりわけ現代の日本思想史学

論文
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界において、一顧だに値しない「醜悪な」対象となり、正面切って立ち向かうことを望まれなくなった 2。

一　二重の視点：日本化と近代化

　まず、17 世紀の日本の江戸期（1603 -1868）における徳川儒学は、その歴史はたかだか 260 年に過ぎない。とは

いえ、日本における儒学にとって最も輝いた時期である。5 世紀にすでに日本に伝わっていた儒学は、特に 13 世

紀末の鎌倉期（1185 -1333）に僧侶が日本にもたらした朱子学が文献解読の長いプロセスを経たのち、しだいに思

想が再構築される段階に到り、とりわけ宋儒の思想を解体することを理論的目標とした結果、「儒教の陣営を逸脱

する」3 可能性のある「古学派」（仁斎学、徂徠学を代表とする）4 が内から芽生え、さらに、徹底して中国の学問

の「漢意（からごころ）」を排除することを企図し、日本文化の優れた伝統を再び汚染させないよう学術的に志向

した「国学」（宣長学を代表とする）が出現して、外来文化たる中国儒学はついに重大なる「修正」（丸山真男氏）

に直面せざるを得なくなり、後世の人達が言う「日本化」した徳川儒学 5 が形成された。引き続いて 19 世紀末の

明治期（1868-1912）には、欧米による近代化の洗礼を受けると同時に、早期近代の時期の「徳川儒教」、とりわけ

徳川儒教にあってすでに衰微した朱子学が、幕末陽明学に取り替わって、意外なことに、新たなる近代日本の朱子

学の姿に変わりながら時代の表舞台に出てきた。そこにあって、儒者兼明治天皇の侍講として権力の中枢にいた元

田永孚（1818 -1891）、西村茂樹（1828 -1902）そして井上毅（1839 -1895）といった人たちは、徂徠学などにより

一度徹底的に解体された朱子学が政治イデオロギーと「見事に合致」しうることを見出し、朱子学を復活すること

で、そのメルクマールと見なされた「大義名分」「忠孝節義」などの体制的儒学、倫理的儒学を、帝国の新秩序を

強固にするために完全に機能させることができることを見抜いていた。例えば、1890 年に明治天皇が公布した『教

育勅語』とその翌年井上哲次郎（1855 -1944）の『勅語衍義』が世に問われたことは重大な指標であって、これは

帝国主義の新形勢にあって、国家主義、民族主義を宣揚することを特色とする「国民道徳論」運動が日本を席巻し

てゆくであろうことを予見していた。この運動は明治 10 年の儒教道徳思想の復活を指標とし、「太平洋戦争末期に

行われた国粋思想」に至るまで 6、極めて長期にわたる放射反応を生み出した。この際に、朱子学は改めて「徳川

氏三百年間」の日本において、「国民道徳の発展上に偉大の影響を及ぼしゝ」7 ものと認められるようになってい

た。

　ここにおいて我々が見出すことは、19 世紀末にすでに「日本化」していた陽明学と交替して朱子学が登場し、

近代化を指標する各種の西洋思潮が大量に入って来て、儒教の「再日本化」のプロセスと奇妙に配合して、儒教に

「近代化」と「日本化」との挟み撃ちを蒙らせ、もともと、「理によって論断する」ことしか知らず「残忍刻薄」

（伊藤仁斎の語）と評されていた朱子学が、近代化にひた走る明治の日本化にあって、装いを新たにしたことであ

る。この明治以来の複雑に交錯する思想の劇的変化は、人々の目をちらつかせることとなり、近代以降の興味津々

たる話題を呈することとなった 8。それでは、戦後の日本の学界は、「徳川儒学」および「近代日本儒教」をどの

ように観察し、どのように位置づけているのかとなると、まず一対のキーワードに遭遇することとなる。つまり、

「日本化」と「近代化」である。このキーワードは、同時に認識論上の装置となって、近世日本及び近代以来の儒

教思想に発生したさまざまな変化の軌跡を測定するのに役立つ。

　事実、戦前と戦後の二つの歴史段階にまたがる、日本思想史の創始者の一人丸山真男（1914-1996）氏の生涯の

思想活動は、前期と後期に分けられるが、その前後両期はちょうど「近代化」と「日本化」（「近代性」「日本性」

ともいう）の二大テーマによって区分けすることができる。つまり、前期の丸山氏にあって、彼が力を注いで探究

したのは、日本が近代化するに至った文化的基因あるいは思想的契機が結局どこにあったかという問題である。彼

は、早期近代における徳川儒学にあって、徂徠学に政治と道徳、自然と作為との「非連続」的思惟を見出し、徂徠

学のこの二重の否定が徳川幕府の政治イデオロギーを形成していた朱子学の「連続」的思惟様式を徹底的に転覆

し、日本の近代化の出現のために台本を準備した、言い換えれば、徂徠学内部にすでに蓄積されていた早期近代化

の特質、あるいは「近代的思惟様式」が、もともと明治維新以降の近代日本の進展のため、直接あるいは間接の影

響を与え得ていたと読み取った 9。しかしながら歴史の進展は往々にして人の思いどおりにはゆかず、明治 10 年

以後、徐々に現れてきた儒教の復興運動が明らかにしているのは、歓迎されたのは徂徠学でも仁斎学でもなく、そ
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れに倍して崎門の原理主義的な朱子学や国体主義を宣揚する宣長学および朱子学の伝統を濃厚に継承する皇室中心

主義の擁護者たる後期水戸学だった。丸山氏によって近世から近代への扉を開けたと認められた徂徠学はむしろ傍

流においやられてしまい、彼は、日本の「近代化」は実のところこれまで真に実現することがなかったと断言せざ

るを得なくなったのである。これは前期の丸山氏の日本研究における名言となった。後期の丸山氏にあって、彼が

力を注いで探究したのは、外来文化が「日本化」しうるメカニズムは結局どのようなものであるかという問題であ

る。彼は日本文化の歴史の底層には必ず何か「日本性」（日本語は「日本的なもの」。試みに中国語で「日本性」と

訳す。以下同）があって、それが外来文化を転化する根幹的な内的メカニズムをなしていることを発見し、あわせ

て、学界に衝撃を与えた「古層」「原型」あるいは「執拗低音」と称する一連の史学理論を打ち出した。この学説

の思想的内容、史学的意義およびその理論的限界については、ここで必ずしも細述する必要はないだろう。要する

に、「近代化」と「日本化」は丸山史学思想の二大座標となっており、日本思想史を再建する重要な視点を構成し

ているのであって、これは疑いの余地のないことなのである。

　1996 年の丸山氏の死去は、ある意味で、日本思想史学界の一つの時代が終わったことを象徴している。同年、

丸山氏の弟子である平石直昭（1945 -）氏は、「新しい徳川思想史像の可能性──『近代化』と『日本化』の統一を

めざして──」10 を発表して、日本の戦後から 90 年代までに至る 50 年間、日本の学界は徳川思想史を再構築する

際、「近代化」と「日本化」の主に二つの問題視点を設定したと指摘した。これは上述した丸山氏の生涯の思想的

活動にちょうど符合している。平石氏は今後、徳川思想史の「新しい像」を再建するには、この二つの観察方法を

統一して、一方に偏らないようにする必要があるとさえ主張している。この「統一」の目標がすでに達成されたか

どうかは別問題であるけれども。

　平石氏のこの論文は、戦後 50 年間における日本儒学の研究史を 4 段階に分ける。第 1 期－戦後から 1950 年代ま

で。第 2 期－1950 年代後半から 1960 年代まで。第 3 期－1960 年代から 1970 年代まで。第 4 期－1970 年代から

1990 年代まで。ここでは、主に前の二期の研究状況を紹介する。平石氏の指摘では、第 1 期の徳川思想研究の主

要な視点は、疑いなく「近代化」の視点で、丸山真男『日本政治思想史研究』を代表とすることができる。第２期

の主要な特徴は、視点を「日本化」の問題に移したところにある。ただ筆者は、この問題を取り上げる際、戦前の

徳富蘇峰（1863 -1957）と武内義雄（1886 -1966）の「儒教日本化」論を取り上げて、その論点に対して批判を行

い、戦前にはすでに「日本化」の視点が存在していたものの、戦前と戦後において「日本化」に対する運用方法と

観察態度が根本から異なっていることを強調して指摘しているにとどめている。

　戦後の日本の学界においては、儒教の日本化の問題は日中の比較文化の領域に置かれた。あわせて、戦前のいわ

ゆる「日本精神」、「大和魂」および国粋主義的な「近代日本儒教」に対する批判を経て、比較文化論の視点から改

めて儒教の日本化の問題が検討されるようになった。この過程において、近代日本儒教に対する価値判断が、戦前

とすっかり替わることとなった。平石氏は、戦前のいわゆる「日本化」は疑いなく徳川儒学に対する根本的な誤解

であり、誤解を導いた根源は以下の点にあると考えた。つまり、中国で生まれた中国儒学あるいは朱子学はいった

ん日本に移入されると、日本精神によって純化され、やがて「異質性」をもつ日本儒教へと転じてしまったと考え

ていたことである。このゆえに、戦前のいわゆる「儒教の日本化」への観察態度は疑いなく思想上の「堕落」を意

味していたことになる。これにより、いわゆる「日本化」問題は決して時代思潮、社会背景と完全に隔絶した単純

な学術上の問題ではなく、そこには近代日本儒教に対して持つべき何らかの価値判断の立場が必ずかかわっている

ことが見て取れる。疑いなく、平石氏は戦前の「近代日本儒教」を認めないし、帝国の影響下にあったいわゆる

「日本化」に対しても十分に警戒している。これは戦後日本における知識界のメインストリームである。第 2 期を

代表する論著について、平石氏はさらに尾藤正英『日本封建思想史研究』（1961）、田原嗣郎『徳川思想史研究』

（1967）および相良亨『近世儒教思想』（1966）、を挙げている 11。これらは全て戦後日本の思想史学界において極

めて著名な論著である。繁雑を避けるため、ここでは細述しないが、ただ一点だけ補足すれば、尾藤氏、田原氏、

相良氏の三人の主要な観点は、ともに丸山氏とことごとく一致しないものの、近代日本儒教とくっきり袂を分かつ

といった点においては完全に一致している。

　最後に、平石氏は今後どのように徳川思想史の歴史像を再建するかについて展望を進めている。つまり、第 1 期

以来の朱子学を中心とする徳川思想史の構造様式を脱するためには、「東アジアにおける古代からの思想史全体の
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流れのなかで、徳川思想史についても、あらためて位置付ける」という「新しい分析視角」を再建する必要がある

のだという 12。これは、徳川思想史を「東アジア思想史」13 に置き直して、改めて観察する必要があるといってい

るのである。「東アジア思想史」というものは、「東アジア儒学」という概念に比して内容上さらに広範で、その具

体的な観察対象とその問題の領域を定めることは難しいだろう。にもかかわらず、平石氏の提議は重視すべきだと

思われる。実際、丸山氏と同年代の京都大学名誉教授・故島田虔次（1917 -2000）氏は、早くも 1967 年に発表した

『朱子学と陽明学』という簡潔明快な論著のなかで、すでに大胆に一つの構想を提議している。それはつまり、今

後の学界には「中国・朝鮮・日本（越南を含む？）を通じての通史」の「視野」から、改めて「儒教史もしくは朱

子学史」を構築する発想がどうしても必要であるという提議であった 14。したがって、上述のような平石氏の提議

は、事実上、島田氏の「東アジア思想史」あるいは「東アジア儒教史」と同義と言ってよかろう。

　全体から見て、平石氏は「近代化」と「日本化」を並列しているものの、その考察の重点は疑いなく前者に置か

れている。確かに、戦前と戦後は時代こそ全く異なるものの、「近代化」は、戦前時代を通貫していたもので、日

本の知識人たちからすれば、ほとんど逃れがたい「宿命」なのである 15。それと違って、いわゆる「日本化」とい

う視点の設定には問題の複雑さが含まれている。というのも、この概念は徳川儒学を指すことができるのみなら

ず、同時に近代日本儒教の発展をも指すことができるし、さらには日本帝国時代の「国民道徳論」や「日本精神

論」などの主張と連結することもできるであろう。だから「日本化」という語は、往々にして、具体的なコンテキ

ストに応じてその指し示す意味を読み替える必要がある。近代化が、近代の日本にあって相当複雑に曲折して展開

したのと同様に、日本化の問題も、実は近代化の領域を超越してその外に置くことがほとんどできず、両者は互い

に絡まり合いながら、分かち難くなっているといわなければならない。まさしくこのため、平石が「日本化」と

「近代化」との「統一」によって、徳川思想史像の観察方法を再構築することを述べているわけであって、これは

重要な提言だと思われる。しかし我々から見ると、同じくこの方法をもって近代日本思想史を考えることで、とり

わけ「儒教の日本化」の近代における展開に対して、いくらかの反省を促すことができると思われるものの、同時

に「近代化」はもともと西洋の学問の概念であって、この語によって儒教の近代における発展の軌跡を観察するこ

とは、下手をすると「削足適履」（足を削って靴を履こうとする）となり、日本儒教全体の認識に対して誤った位

置づけが生じることを免れないかもしれない。他方で、「日本化」という視点も、日本の伝統文化および何を「日

本性」といい、どのように認識し価値づけるかという問題と関わり、疑いなく、自覚的に批判意識をもつべきこと

なのであって、安直に扱ってはならないのである 16。

二　「儒教の日本化」の反省と再構築

　確かに、「日本化」はどのようにして可能なのかを根本的に問うなら、必ず「化」の前の「日本」が、はたして

どういうものかという問題にわれわれは遭遇してしまう。このことは、我々に「日本化」する前提とはどういうも

のかを答えることが求められるということでもある。こうなってくると、日本文化のなかにあっていわゆる「日本

性」が結局どんな問題なのかを導き出さねばならないということになるのである。丸山氏が晩年に「原型」論ある

いは「執拗低音」論を強調したのは、その要因をたどると、彼の意図は日本文化の根源性の問題に解答しようと試

みたことにあった。この問題がもし解決しなければ、「日本化」という議論は話を展開する足掛かりを失うのであ

る。

　実のところ、晩年の丸山氏を悩ませた日本研究における「日本化」という問題は、早くも 1980 年代には、日本

の思想学界によく出始めるようになり、史学界にあっても、「日本化」という視点で江戸文化を考察することが流

行し始めていた。江戸史の専門家である辻達也（1926 -）氏は、近世以後の儒教はすでに完全な「日本化」を達成

していたとしており、その主たる指標は、上層社会における知識エリートが儒教経典についてどれ程知識を持って

いたかというところにあるのではなく、儒教が人を教化する思想としてすでに「民間に浸透し」えたかどうかにあ

ると明確に主張している。彼はみずからの熟練した文献学的知識および考証学的技術を運用して、近世以降、儒学

思想はすでに徳川期の日本の各階層に「普及と浸透」をしており、これは否定したり、回避したりしえない「事

実」なのであって、まさしくこの意味において、儒学はすでに「『日本化』を完成していた」といえると指摘して
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いる。それならば、「日本化」とは何を意味しているのか。彼はこの概念の意味合いは実に極めて単純で、日本化

とは「『日本的』な性格の形成」を意味していると考えている。これは丸山氏が晩年に提出した「日本性」（日本的

なもの）という概念に非常に近い。重要なことは、辻達也氏が、儒学の日本化とは「『日本的』な儒学」の形成、

つまり「日本儒学」の形成を意味していると強調していることである。ここにおいて彼は「日本儒学」という名称

を使用することを避け、「日本的な」という言葉をもって、儒学の日本における特性を描こうとしている。「日本

化」という概念自身がもつ断定的なニュアンスと対照して言われていることを窺うことができる。何を「日本的」

な儒学というのかについて、彼は、特に 17 世紀後期の古学派と 18 世紀の折衷学派、および町人階級で流行した石

門心学を典型としており、これらの儒教活動は「日本的」な儒学の代表であり、同時に「日本的」な文化形態を最

終的に形成したものと言うことができ、彼らの思想の意図は中華文化の蔭から抜け出して、自我を主張する声を上

げようとしたところにあったと指摘している 17。

　日本化する儒教を積極的に肯定している辻達也氏の観点とは対照的に、黒住真氏は 1988 年に発表した『儒教の

日本化について』18 において、専ら慎重な態度を示している。思想史と社会史の視点から書かれたこの論文の基本

的な観点は次の一点であると言える。つまり、それを収めた論文集の題名『複数の日本思想』に表れているよう

に、日本思想の根本的な特徴は「複数性」という言葉に要約して言い表すことができると黒住氏はいう 19。言い換

えれば、彼は日本思想の基本的特徴はその「複数性」にあるのであって「単一性」にあるのではなく、従って、江

戸時代にあっても、もともと儒教中心主義が成立する可能性などなかったと考えた。この観点は、明らかに、一元

論的な普遍主義に対する否定である。彼は丸山真男氏の「無構造の伝統」を継承して、「江戸儒教の無構造性」あ

るいは日本文化の「分散的な統合構造」などの観点を提出している。ただし彼は同時に、丸山氏を含めた先学たち

による伝統的な観点を批判して、「儒教が近世に構造的に体制化していたかのように捉えるのは間違いである」と

も指摘している 20。この点において、彼の立場は渡辺浩氏とかなり近い。渡辺氏は、儒教は近世の日本にあって、

徳川幕府のイデオロギーに昇格したことなどは全くなく、また体制化する構造的特徴に欠けるものでもあったと考

えた。当然、彼は日本文化の主要な来源の一つは中国文化にあって、しかも日本文化が儒教に対してとった態度は

基本的に「親和」的であり、「排斥」的なものではなかったことを決して否定するものではない。しかしたとえそ

うであっても、「それは儒教自体が知識の中心に位置するようなつよい構造においてではなくて、もっと別の、お

そらくもっと緩い構造における内容の定着だった」のであり、まさしくこれが「日本的」な特色なのであって、ゆ

えに徳川儒教を「日本化」した儒教と呼んでも支障はないといっている 21。

　徳川儒教を「日本化」の問題領域において考察を進める以外に、黒住真氏は別の一連の論文で日本儒学の特質な

どの問題について重点的に探究しており、日本儒学には「習合性」の特徴──往々にして神道などの思想と混ざり

合い、それ自身は「超越性」の方面への志向を欠如し、知識の方面にあっては「非原理性」の特色 22 を呈する（理

論的構造に欠けるという意味）──があると指摘している。実のところ、こういった観点は、1960 年代の日本思

想史学界にすでに出現しており、1980 年代に至ってほとんど主流をなすに至ったものである。例えば、「習合性」

の特徴については、石田一郎氏の説明によると「イデオロギー連合」と呼ばれて、江戸時代における朱子学中心主

義の観点が解体されている 23。超越性の方面への思考が欠如しているのに至っては、日本思想史学者田原嗣郎氏も

早くこの説を出している。彼は、たとえ江戸儒学において素行、仁斎、徂徠の古学派三傑により相当高度な思考が

達成されていたとはいえ、しかし「世界の原因」については深く探究できないでいたとしている。田原氏のこの見

方と同じように、平石氏は「たしかにそうした形而上学的な関心は、日本思想史全体を通して余りみられないとい

える」と判断を下している 24。

　黒住氏とほぼ同じころ、日本思想史学者田尻祐一郎氏が 1993 年に論文を書き、日本化の問題を取り上げて論じ

ている 25。彼は闇斎学派の内側から、朱子学と神道の関係などの問題に対していかに取り組むかについて論争を引

き起こし、「儒学の日本化」現象について具体的考察を行っている。彼は、辻達也氏などと同様の観点を見出すに

至り、儒学の日本化とは「日本的」な儒学の形成を意味していると指摘している。何を「儒学の日本化」というの

かについては、彼はやや複雑な定義をしている。つまり、「日本的な社会の大枠が確定しつつある時代に、儒学的

な価値観と用語法をもって時代の課題に立ち向かった知識人の多様な営為、分裂と通底を含み込んだその総過程

を、『日本的』な儒学の形成の、言葉を変えれば儒学の日本化の過程として考えておきたい。」説明はいささか複雑
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であるが、その意味をよく吟味すれば、その実、理解しがたいものではない。この観点によれば、闇斎学派が正真

正銘の「日本的」な儒学であるのみならず、山鹿素行も中江藤樹も熊沢蕃山も、さらには伊藤仁斎や荻生徂徠まで

もが、すべて「日本的」な儒学と見なすことができる。言い換えれば、日本儒学とは儒学の日本化の結果であり、

その重要な指標は、「日本的な社会の形成とダイナミックに関わった」かどうかにあり、このようにダイナミック

に関わって発生した「思想運動の全体」を「儒学の日本化」と表現するということである。確かに「儒学の日本

化」は、日本社会におけるその時代特有の問題に取り組むために形成された思想活動の結果である。これは理解可

能であろう。しかし、「日本化」を可能とする思想的資源が結局どこにあるのか、つまり「日本性」（日本的なも

の）の問題は、依然として探究を要する課題として残されたままである。

　田尻氏はこの論文の最後に、「日本─固有の価値？」の一節を設けて日本文化の価値を問う問題に回答を出そう

と試みている。しかし、その論点はいささか主題からずれていて、ここには「東アジアの普遍的な価値観」が呈さ

れている。彼は、闇斎学派内部における激烈な論争から、江戸の儒者が日本的な社会が確立されたあと、ちょうど

自身が処する存在様式を模索しようと努めた際、その過程にあって、「東アジアの普遍的な価値観が投げ込まれ、

揉みしだかれて変形し」たことが見出せると指摘している。この説明はいささか出し抜けである。そのいわゆる

「東アジアの普遍的な価値観」とは、その実、儒学の価値観に他ならない。これによれば、儒学の日本化とは、日

本という方面が普遍性に向かって開かれていて、それと同時にまた外来の普遍性に対して、積極的主体的に「揉み

しだかれて変形」される改造を経ることを意味することとなってしまう。総じて、著者の論旨は、江戸儒学が「日

本化」した儒学であったことを強調することにあり、何を「日本の固有の価値」とするのかという問題については

依然として解決されないままに置かれているのではないかという感がある。

　緒形康氏は 1996 年に発表した文章のなかで、「儒学の日本化」に対して批判的な態度をとっている。彼は「儒学

の日本化」というこの語は、登場以来、問われるべき一つの点を欠いていたと指摘している。「『儒学の日本化』論

は『儒教』の自明性を問題にすることはできたが、『日本』の自明性に関しては疑うことを知らなかった。」明らか

に、これは「日本化」という語における「日本」が結局何を言っているのかという問題を追究せんとしたものであ

る。しかし残念なことに、緒形氏は問題を掲げるだけで、一歩進んでこの問題に答えを出しえたとは言いにくい。

彼の見解では、儒教に至っては、近代以降に出現した「国民国家」の観念的前提を捨てて、近世の中国に還元しな

ければならない。こうしてはじめて、儒教の地域的差異を明らかにすることができる。例えば、江南地区の儒教と

そのほかの地区のものには大きな違いがあるのだ、という。緒形氏の意図は、儒教の中国における「自我同一性」

の観念的前提を解体することにある。彼が考えるに、もし「儒学の日本化」が儒教の「特殊な日本」における展

開、具体的に言えば「日本の文化風俗に根ざした形での諸展開」を指すにすぎないというなら、ここで言われる儒

教とは「世界性を内包した普遍主義」の代名詞となり、「日本」とは、中国と対置されたうえで捉えられた特殊の

存在となるが、この話し方は明らかに「現代日本」が演繹した「虚構の観念にすぎない」。その背後には近代以来

形成されてきた「国民国家」の理念が存在している。儒教の「日本化」とは、完全に現代人が後付けで設けた観念

にすぎないということでもある。これは、近代以後の観念を使って、儒教の日本における発展形態を想像したもの

なのである。とりわけ現代の日本にあっては、「『儒教の日本化』という言説は、近代以後の国民国家のイデオロ

ギーを補強するだけに終わるだろう。」この説明は、彼が「儒学の日本化」をひとつの方法あるいは視点として用

いることに決して賛同していないことを明らかにしている 26。この立場は当時の日本の学界にあって恐らく少数に

属していたと思われるが、傾聴に値する。

　上から窺えることは、日本思想史あるいは中国思想史学界において、少なからぬ学者たちによってこの「日本

化」という分析道具を介し、江戸儒学の社会的地位及びその影響に対して評価が行われてきたわけだが、それは戦

前と天地ほども違っていたのみならず、徳川儒教が体制における地位を具有していたとしてきた戦後以来の見方を

根底からひっくり返したことである。これはある意味で、近二三十年来、日本の学界の儒学（日本儒学も中国儒学

も含む）に対する研究姿勢が日増しに客観的かつ冷静になってきていることを現しているといえる。一面で、戦前

の儒教主義、道徳主義とはくっきりと境を分け、これと同時に、儒教が江戸時代にあって生じた「日本化」現象に

対しても、その認識領域を再構築することを試みている。
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三　「土着化」による「日本化」の代替え

　2000 年、日本思想史学者澤井啓一氏は、その専著『「記号」としての儒学』のなかで、「日本化」を使用するの

をやめて「土着化」という概念を用いて改めて近世以来の日本儒学を考え直す必要を力説している。ここにおける

「土着」の語は、日本語では元来の土地に居住するという意であって、20 世紀に植民地支配に反抗していわれた

「土着主義」という語とは異なるものである。「土着化」の意味は「本土化」あるいは「在地化」と同じである。澤

井氏は特に、英語 nativization を用いて注を付している。その実、「土着」という視点で日本の伝統思想を考察す

ることは、日本の学界に早くも先例を見出せる。例えば、上山春平氏にはその著書『日本の土着思想』27 があり、

そこに所収された論文は大部分 1959 年から 1968 年の間に書かれたものであり、そこでは 50 年代の丸山真男氏の

「新 nationalism」論に照準が定められ専門的な分析と批評が進められていて、一読に値する 28。

　澤井氏が「日本化」という語を使用するのに反対する理由は、彼によれば「日本化」とは「儒学が日本人に慣れ

親しまれる存在となった過程を、日本の固有性を先行させ、外来のものはかならずそれに同化する（日本化）しか

ない」29 ことを意味しており、この種の重大な誤解が生じるのを避けるために、「土着化」によってこれを代替え

する必要があると考えたからである。ここで言われる「土着化」は「本土化」に他ならず、その実、指しているこ

とは「本土文化」に他ならない。しかし、日本文化の「固有性」の問題に関しては、後期の丸山氏の日本研究にお

いても事実上すでに触れられている。それは「日本性」の問題に他ならない。つまり、日本化が可能となる前提と

して、必ずあらかじめ「日本性」が存在していて、それではじめて外来文化である儒学がこれと「同化」現象（た

だし「同化」という語には、ものごとを悪く言うニュアンスが含まれており、「転化」というふうに理解したほう

がよい）を起こしうるというのである。ただし、丸山氏は、50 年代に出現した「土着」の概念（例えば、上述し

た上山春平氏の研究）は、「土着主義」に陥る可能性が極めてあり、さらにそれは、「特殊主義」へと導かれる可能

性があり、「外来普遍主義と固有土着主義の対立」する「悪循環」を形成すると機敏に注意を払ってもいる。これ

こそ丸山氏が力を込めて反対していたことである。だから、彼は晩年に「ブルジョワ普遍主義の克服よりも、『よ

そ』普遍主義と『うち』土着主義との悪循環を断ち切ることが、日本の知識人の当面するヨリ切実な課題ではない

か」と極めて明確に宣言している 30。ここでいわれる「固有土着主義」とは、その実、「日本特殊主義」を指して

いる。

　指摘すべきことは、丸山氏が長期にわたる日本研究を経て、確固とした信念を抱くに至ったことである。彼は、

日本文化には普遍性を追究する思想的伝統があるものの、しかしながら外に向かって普遍性を探し求めると同時

に、内に対しては自身の特殊性を強調するので、やがて「特殊主義」に陥ってしまうと確信していた。この内外を

二分し、普遍特殊を対立させる二元思考的特徴は、かえって真正の普遍主義を受容する障害をなす。これにより近

代以来進んできたいわゆる西洋の普遍主義は「疑似普遍主義」となってしまう。丸山氏にあって、真正の意味にお

ける普遍主義は内外を分けず、「真理は真理、正義は正義だ、というところにはじめて成り立」つのである 31。明

らかに、儒教が日本化するプロセスにあっても、類似した普遍と特殊の間に緊張した力関係がつねに存在してい

る。しかしその一方で、丸山氏は一概に「土着化」に反対しているわけではない 32。彼もこの概念が日本儒教を考

える際に一定の分析効果をもつものと認めている。彼は、儒教の天命思想（例えば、「天を継ぎ極を立てる」）が日

本の儒者によって日本の「皇統」を構築するのに利用された際、一種の「土着化」がなされたと指摘している。こ

れは、丸山氏が一貫して「文化的土壌」の問題を重視してきたことと密接な関連をもつ。彼の見立てによれば、日

本の「修正主義文化」は、日本文化史上ずっと存在していたいわゆる「歴史的相対主義」の文化的「土壌」と関わ

りがある。例えば、13 世紀の日本に出現した「諸道理」（Vernunften）の概念は、「理」が複数の形式で存在しえ

たことを明確に現し、西洋式の一元論たる「絶対理性」などの概念と根本的に異なっている。だから、日本にあっ

ては、「抽象的普遍主義者」は往々にして「腐儒」とみなされ、その存在感が薄い。これによって丸山氏は「『歴史

的相対主義』の花がどこよりも容易にさきこぼれる土壌が日本にはあった」とさえ断言している 33。丸山氏にあっ

ては、「土着化」と「日本化」は基本的に同義であり、ともに相い兼ねるものだったことを見て取れる。ただ丸山

氏が「土着主義」に抱いた警戒と批判は、現在の学者が「土着化」の問題を語る際、真摯に耳を傾けるに値するこ

とである。
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　しかしながら、澤井氏の問題意識は、丸山氏と全く同じではない。彼は「土着」の語がいまだ「特殊性」の風合

いを帯びるのを免れないことを認めており、これに対しては彼も警戒している。ただ比較文化の観点から見て、彼

は「日本の特殊性を強調」せざるをえないと感じているのである。なぜなら、日本儒学と中国儒学を比較すると、

日本儒学は、近世以来他の東アジア地域における儒学とそのすがたを大いに異にしており、近代に至ってからは、

もし西欧近代と対抗したり、あるいはちょうど失われつつある伝統とは結局何かを問うたりするなら、その回答は

「日本性のもの」（＊引用者は、日本語の「日本的なもの」にあたると考える）、具体的に言えば、国学、神道などの思想、

宗教および日本人の生活心情あるいは美意識などとなるわけで、儒学は「近代日本の歴史のなかで『侵略』を正当

化する役割をはたしたと否定的に述べるしかない」34 ことが見てとれるからである。それにもかかわらず、澤井氏

は依然として「日本の特殊性」を表記し、あえてそれを回避しようとしない。というのも、われわれ日本人は出国

して欧米に出むいて、それで始めて自分が欧米と異なっているという特殊性の意識を持つわけではないからであ

る。当然ながら、同時に彼はまた「特殊性」が一つの表現にすぎないことを強調している。それは決してストレー

トに「日本特殊論」を主張していることを意味しているわけではない。戦前流行した西洋の普遍主義と対抗するた

めに強調された「日本特殊論」に対しては、澤井氏は当然ながら非常に敏感で充分に警戒している。このゆえに、

彼が言う「日本特殊性」の趣旨は、日本文化が決して「均一」の文化でなく、「多文化」の特徴を具有していて、

儒学もそのなかの一つにすぎないことを強調することにあるのである。これに即していえば、日本儒学がその他の

東アジア地域における儒学とすがたを異にすることは、「諱莫如深」（ひたかくしにする）の必要がないことにな

る。

　澤井氏が最近書いた論文は、さらに一層これまでの自分の主張を貫いて、やや激烈になっている。彼は、「儒学

の日本化」を唱道するかぎり、日本中心主義的イデオロギーから脱却することができないことになる、とまで断言

している 35。というのも、彼が考えるに、「日本化」という言葉は、それ自体、日本の本土の文化が外来文化を直

接に併呑する、つまり「同化」することを意味しており、そこにあっては何らの創造的展開をも要しないからであ

る。しかしこの観点は明らかに史実に適わない。彼は「土着化」と「日本化」の違いは以下の点にあると強調す

る。前者は、外来文化が変化させられて本土の文化になることを意味するわけではなく、本土の文化と交流し接触

するプロセスにあって、本土の文化によって受容されることである。後者は、外来の文化が変化させられて「日本

固有」の文化となることを意味している。具体的に言えば、彼は、徳川思想史上にあって儒学の「本土」化を完成

させた成功例こそが古学派に他ならず、しかも古学派が推進した土着化の進展はこれで終結せず、このあと意外な

ことに、国学運動の後押しをして、儒学が土着化する歴史的進展を加速したのであり、国学思想は徂徠学の方式を

「領有」することによって、日本中心主義に転化しだしたと考えた 36。このように説明すると、徳川思想史におけ

る国学派は、日本中心論における典型ということができる。しかしすでに上記に掲げたとおり、宣長学を代表とす

る国学派は日本伝統文化における「漢意」（からごころ）を徹底的に取り除くことを自分の思想的仕事だと意識し

ていた。このため、国学派の思想は儒学が土着化した結果だとは言い難いし、ましてや「日本化」といかなる絡ま

りもなく、むしろ「日本的なもの」の直接の化身というべきと思われる。

　近年来、澤井氏は研究の中心を闇斎学の方面に置くようになった。彼は、「土着化」の視点から出発して、闇斎

派（また、崎門派ともいう）の朱子学に対して、以下のような歴史的位置づけをしている。「闇斎は朱子学の『土

着化』を達成したと同時に、『土着』的な素材であった神道の『朱子学化』を達成した」37。そして、この種の「内

部化」はあたかもコインの裏表のようなものであって、双方とも密接に関わりあい、闇斎学の「神儒妙契」（日本

神道と中国儒教とがみごとに符合する）的思想特質を形成した。明らかに、澤井氏の考えにあっては、外来儒学の

「土着化」と「土着」そのものとしての神道思想の「朱子学化」は、江戸思想史における二大特徴だと考えてい

る 38。私はこの観察に基づく結論は、極めて重視されるべきだと考える。というのも、まさしくこの種の精密かつ

詳細な思想史の研究によってこそ、「土着化」の概念の重要性が明らかとなりえたからである。

四　む　す　び

　以上から窺えることは、澤井氏は「日本化」という語に対して特有の機敏な感覚を有しており、彼のこだわり
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は、その実、「日本性」（日本的なもの）なる観念に対する警戒に由来するものだということである。これはそれな

りに筋の通った考えであろう。というのも、「土着化」にしろ「日本化」にしろ、最後まで突き詰めれば、必ず

「日本性」の問題にぶつかってしまうからである。ちょうど、丸山氏が晩年に遭遇した「原型」の問題と同様に、

「土着化」が可能となる前提も根本的に問い詰めてゆくことを求められるのである。言い換えれば、日本文化の伝

統をなしている「日本性」の問題は、日本儒学の研究から言って不可避のものなのである。帝国時代における「日

本精神論」「国民道徳論」が落とす心理的暗影ゆえに、棚上げする態度をとることは何らの問題の反省ももたらさ

ないであろう。

　もとより、「日本化」という語をつかって日本固有の文化との「同化」を主張することに反対するという、この

批判精神は確かに敬服すべきといえる。しかしながら、本土文化に基づいて外来文化の経典を読み解いてゆくと、

その経典の思想を解体したり再構築したりといった創造的な思想変化は、文化交流史においてはしばしば目にする

事実であり、それを見て見ぬ振りをしてはならない。というのも、文化的な接触や交流は、商品の輸出入のよう

に、事物が単純に流動するものではないし、文化的な輸入というものは、必ず本土の文化との衝突、摩擦を伴うの

である。その根本的な原因として考えられるのは、いかなる民族や社会も、「他者」の文化を白紙のままに受け入

れることはありえず、そこに色を塗りたくるものだからである。外来文化と本土文化の間には、強弱の違いはあっ

ても、優劣に分けられるはずはない。だから、文化交流の際には、互いの間で衝突したり、吸収したり、対抗した

り、変化させたりするのも必然のことなのである。

　確かに、「土着化」という概念は、「日本化」という語がもつ「日本と同化する」という負の印象を避けやすいか

もしれない。とはいえ、もし我々が「日本化」ということばに対して合理的な理解をもち得たら、「土着化」と同

時に使用することが可能となる。大事なことは言葉を変えることにあるのではなく、我々が「日本化」するプロセ

スに出現するさまざまな省察に値する問題を省みて、我々の今日の「攬鏡自鑑」（鏡を取ってみずからを写し出す）

の道具とすることなのである。

　「日本化」が現在の日本において依然として進行中であるかどうかについては、その答えは基本的には否定的で

ある。というのも儒学の日本化が現代の日本においてすでに中断していることは疑うべくもない事実だからであ

る。その原因は、日本がすでに徹底的に「西洋化」してしまったからなのか、それとも、すでに「原型」に戻って

しまったのかどうかについては、すでに本論の論旨を逸している。しかし比較してみるに、「中国化」はこれと全

く異なっている。以前に仏教の中国化という成功例があるにもかかわらず、現在の中国社会において進行している

西洋学の「中国化」は、もっと長い実践過程を経なければならないであろうと私は考えている。
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死に向かって生きる─死の害悪、有限性、意味、不確実性 
に関する省察

アンドリュー・オバーグ

Ⅰ．私のことではない

　私たちはほぼ毎日のように死に関するニュースを見聞きしているが、それにも関わらず死というものは私たちが

最も忘れてしまいがちなトピックのひとつである。問題は、私たちの耳目に入ってくるそれらの死、そして死に関

する無味乾燥な統計値や死に方といった情報は常に他の誰かについての事々であり、有難いことに大概の場合は自

分には何か遠いこと、そして全くもってよく分からないものになっているということである。私たちは自分に直接

的な影響が及ばないことは無視できる。そして、自分に影響が及ぶ段になればその影響を最小限にとどめようとす

る。無論、私たちはみな死に向かって生きているのであるが、この努力は私たちがついに死に至り、死に思い悩ま

される必要がなくなるときまで続く。大抵はそのような流れであろう。しかし、ことによると現在のゾンビ好きな

大衆文化を反映しているのかもしれないが、近年、学問の世界においても哲学の題材としての「死」は復活の様相

を見せている。過去数年間、エピクロス主義や、古典世界におけるその類縁、さらには近代におけるその遠い子孫

とも言えるような議論を展開する論文が急激に増加しているのである。これらの文献の多くは、死に関わる害悪の

問題、死は害悪なのか否か、害悪であるならばどのような範囲でどのように影響を及ぼしてくるのかといった題材

を中心に扱っている。

　本稿では、主に本主題について私たちが抱いている直観的感覚を示すためにまずこうした考え方を概括・解説し

た後、死の研究において余りに見過ごされてきた、あるいはさらに関心を向けられるべきだと筆者が考える 3 つの

領域について述べる。第一に、「生まれてきたことは良いことである」という私たちの直観に対する反出生主義の

強烈な反論、および人が「生まない」ことを選択した命に価値を見いだすことの意味について検討する。次に有限

性について検討する。ここでは、あらゆる死のなかで最も恐ろしい死、すなわち「自分自身の死」と折り合いをつ

けるために有限性が果たす中心的な役割、さらには、有限性からいかに生と死の意味（死に向き合って生きること

の意味）を見いだすことができるかについて論じる。最後に、私たちが見過ごしがちな人生の不確実性という事実

との関連において意味と有限性を検討し、人間が持つこの普遍的欠陥がいかに意志決定の心理に関係しているかを

見ていく。この一連の議論全体を導く中心的な問いは、「私たちは私たち自身に将来おとずれる個人的な死をどの

ように捉えるべきなのか」という問いである。ただし、上記のように中心となる主題を絞ってはいるものの、死は

依然として広範なトピックでありその議論は骨太かつ多角的なアプローチから行なわざるを得ない。従って以下の

内容には幾分まとまりに欠ける感があるかもしれないが、それぞれの章において上記の問いに対する部分的な回答

を示しているつもりである。本質的に未知の事柄を理解するということの限界を考慮すれば、おそらくはこれが最

善であろう。

　人が生まれた瞬間に唯一保証されていることは死である。だからこそ、死を認識・省察し、死に備え、死を受け

入れることには意味があるのだ。私たちは片方の目で死を見つめることでよりよく生きられるのではないか。この

ことを念頭に、本研究では専ら私たちがどのように自らの死を考えることができるかを扱うこととし、近しい人

間・知人・他人の死や、死の具象（物理的な死体）と抽象（一般的な死の考え方）の問題、医学的な死の定義に関

わる議論、死の方法に関わる問題については検討しない。

論文
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Ⅱ．害悪−喪失、不死、悪の問題

　死は悪であるという私たちの常識的感覚に対するエピクロスの反論は「メノイケウスへの手紙」に見られる。以

下はその抜粋である。

	 それゆえに、死は、もろもろの悪いもののうちで最も恐ろしいものとされているが、じつはわれわれにとって

何ものでもないのである。なぜかといえば、われわれが存するかぎり、死は現に存せず、死が現に存するとき

には、もはやわれわれは存しないからである。そこで、死は、生きているものにも、すでに死んだものにも、

かかわりがない。なぜなら、生きているもののところには、死は現に存しないのであり、他方、死んだものは

もはや存しないからである。1（『エピクロス：教説と手紙』出隆、岩崎允胤訳、岩波書店）

　エピクロスのこの主張の要点は、私たちは生きているときは死んでいないのであるから死について考える必要は

なく、死んでしまってはすでに私たちは存在していないのであるから死について考えることはできないというもの

である。Stephen	Rosenbaum は正しくもこうした乱暴な「死」の扱い方は適切ではないと指摘している 2。なぜ

なら、ここでは状態としての死と、私たちが生きている間に経験するプロセスとしての死が区別されていないから

だ。私たちは後者のプロセスとしての死について恐らく考えるべきであるし、実際に考えてもいるのである。私た

ちが自分自身を死んでいる状態、すなわちかつて「私たち」であったものがすっかり存在するのを止めてしまった

状態（魂の存在を信じる人々にとっても同様である。私たちが私たちの肉体以上の何かであろうとなかろうと、現

在それが宿っている肉体というものは確かに私たちが「自分」と認識するものの一部であるのだ）にあると考える

とき、私たちはそれを苦痛に満ちた状態としてイメージしにくくなる。死後の苦しみがあると考えるとすれば、そ

の苦しみは私たちの魂や、現在の私たちの一部であり引き続き私たちにとって意味を持つ何か（人によっては名声

という者もいる）に対するものであり、生きている私たち全体に課せられるものではない。私たちが魂を信じず、

また自分自身の一部が死後にも何らかの意味あるものとして残り続けると信じないのであれば、エピクロスの言葉

は最も直接的に響くであろう。私たちは存在することを止めるのであり、死は（そしてすべては）何物でもない

と。

　しかしながら、死という状態を考えるときに私たちに害悪をもたらし得ることが少なくとも 2 つある。すなわち

死のプロセスと、未来の不在である。前者については、家族に長い苦痛を伴う病気を患ったものがいる場合には特

に、（それに取り付かれるとまではいかずとも）自分がどのように死ぬのかについて不安に感じるのはまったくや

むを得ないことのように思える。人が死ぬまでには多くの恐ろしい道程が考えられ、例えそれが非道の行いに対す

る報いであったとしても誰かにそのような死に方を願うことすら残酷なほど惨いものもある。一例としては、脳卒

中・脳出血・怪我・薬物の過剰摂取・特定の疾病（ルー・ゲーリック病、多発硬化症）が原因で発症する閉じ込め

症候群が挙げられよう 3。この状態にある患者は、認知機能は完全に正常だが意志の伝達ができず、眼球運動を除

いて随意筋を一切動かすことができない（眼筋も麻痺してしまう完全閉じ込め症候群の場合を除く）。約 90 パーセ

ントの患者は発症後 4 ヶ月以内に死亡 4 するが、多くの人はこれをむしろ救いと考えるだろう。ほんのわずかでも

自分がこうした死に方をする可能性があると考える理由があるならば、それによる精神的苦痛は明らかな害悪であ

る。また、ガン、HIV・AIDS、結核で長期間苦しみながら死ぬことや、長期にわたり自尊心、自由、尊厳が著し

く剥奪された状態で老齢に達した後に死ぬことを考えた場合も同様であろう。

　自らの死について考えることが害悪となり得るもうひとつの要因は未来の不在である。Samuel	Scheffler は、何

かに価値を置くという行為は必然的に未来を指向した行為であり、従ってその主体の完全な停止を伴う死は価値に

対する脅威であると述べている。死んだ時点で守ることも働きかけることも（あるいは一切何かを行なうことも）

できない物事に対して、私たちは本当に価値を置くことができるのだろうか 5。自分の人生はいつか終り、遅かれ

早かれ忘れ去られることが分かっていて、どのように人は自らの人生に価値を置くことができるのだろうか。通

常、人は個人が死んでも存続し、個々人が価値を置くものに対して共通の関心を持つコミュニティや伝統を構築す

ることでこの問題を克服する 6。これは人生の有形資産（および儀式、活動、思想、生き方といった一部の無形資
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産）に関してはよい方法だが、自分自身の死、すなわち必然的な未来の不在に直面して生きる意味を見いだすうえ

で役には立たない。Amia	Srinivasan は Scheffler の著書の論評のなかで次のように述べている。自己は死後も存

続するという宗教上の信念を抱いていた頃には死への恐れを遠ざけることが可能だったが、「いまや私は死［つま

り自己の完全な終結］	を信じており、そのことについて考えるとき、死への恐怖は私を弱らせる」7。多くの人は

この感覚をよく理解できるだろう。この避けることのできない個人の有限性を前にして生きる意味を見いだすとい

う実に重要な問題については、本稿の第 4 章で再び述べることとする。

　以上のことから、死は私たちが生きている間にも私たちを苦しめる。状態としての死そのものは害悪ではないと

するエピクロスの主張が正しいとしても、死に向かって進むその過程において死は私たちに影響を及ぼすのであ

る。また死は、私たちが（通常は）素晴らしい物だと思っているもの、つまり命そのものを奪うことによって私た

ちに害悪をなすものだと考えられている。Thomas	Nagel は「しかし死が悪であるならば、それは死んでいるとい

う状態、存在しないという状態、または意識が存在しないという状態をもって悪なのではなく『命の喪失』だから

である」と述べている 8。Rosenbaum はこの考えに対し、誰かにとって何かが悪いものになるにはそれが経験可

能である必要があるが、必ずしもその人物によって経験される必要はないと答えている 9。これは興味深い反論で

ある。これが正しいとすれば、善を奪い去ることをもって死を害悪であるとする論理の道筋そのものに大きな風穴

が空く可能性がある。しかし、存在しなくなった者が経験することになる「命の喪失」は経験可能なものだと言え

るのだろうか。

　この経験可能性に基づく Rosenbaum の反論が精密な吟味に耐えるものであるかどうかを見てみるため、ここで

死に関する文献で頻繁に登場するもうひとつの概念を紹介したい。それは不死性である。Mikel	Burley は不死性

の望ましさに関する議論のなかで、死は価値ある営み（これらの営みは有意味であり、意味を生み出しもする）の

妨害であり、従って悪と考えるべきであるとする Timothy	Chappell（2007	online;	print	2009）および Bernard	

Williams（1993［1973］）の観点を紹介している 10。この説明に従えば、死は、それさえなければ終わることなく

続くはずの善に終りをもたらすことによって悪とされる（我々の営みの終り）。しかし次のことを指摘しなければ

ならない。すなわち、これら営みの終りが死によってもたらされるのであればその終りは人が経験可能なものでは

ない。また、人が不死であり、それにも関わらずその営みが死以外の何らかの理由によって妨げられた場合、営み

を継続することができないこと（またはかかる不可能性の原因）が悪なのであり、死が悪なのではない。Chappell

および Williams は、死が生み出した望ましくない結果（営みの終結）と死がもたらした状態（死んでいる状態）

を結びつけることで死を悪とみなしているのであるが、ここにはおそらく独特の帰結、因果プロセス、最終状態が

あり、これらが相まってひとつの結論に到達する。つまり、死というものは突如として実にとらえることが難しい

ものになるのだ。さらに、営みを定義する「始まり、続き、終わる」の流れは多くの者にとって重要だが、誰もが

人生の意味を見いだすためにこうしたことを必要としているわけではない（これについては後で述べる）。

Rosenbaum の問題にはまだ答えていないが、経験可能性はやはり生に関わっているものと思われ、善の喪失から

くる害悪はいずれにせよ死以外の原因にも結びつき得るものである。なお、Roy	Sorensen は別の反応を見せてい

る。Sorensen は David	Lewis の「個人の時間」の概念をもとに死とは何かについての説明を試みているのだ。こ

の時間は外的なポイントではなく、その時間の対象者、つまり「その時間が属している者」に固定化される 11。人

は死によって個人の時間が奪い取られるように感じるが、不死の人間の場合にはもちろんこれは当てはまらない。

個人の時間という考え方はまったく彼らには無関係であるため、時間が奪い去られるということはないのである。

では、不死の人間は時間についてどのように考えるのだろうか。私たちがこれを自分のこととして想像することは

実に難しいが、彼らにとって経験不可能なことは死だということになりはしないか。ここでも、Rosenbaum の論

に対する答えは出ない。私たちは死後を経験することはできないため死は経験不可能であるが、不死の人間は死ぬ

ことができないため彼らにとっても死は経験不可能なのだ。誰かにとって何かが悪いものになるにはそれが経験可

能である必要があるとするならば、死すべき人間にとっても、そして（明らかに）不死身の人間にとっても死は悪

ではない。

　死はそれがなければ私たちが持ち続けることができるであろう善を奪い取るがために害悪であるという主張は、

「生と生」の比較と「生と死」の比較を混同することになる。つまり Harry	Silverstein が述べているように、これ
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は「実質的に、死を異なる種類の生としてとらえる」ことであり、エピクロスや Rosenbaum を通じてここまで検

討してきた「主体不在」の問題 12 への答えにはならない。最後になるが、ストア派・プロティノス派・エピクロ

ス派の思想系統は次のことを思い起こさせる。つまり、喪失の議論においては「長く続くことが良いこととは限ら

ない」ということ、そして未来の幸福は今の自分のものではないということを忘れてはならない 13。未来の不幸に

ついても同じである。そして、死ぬことで私たちが逃すものがあるとするならばそれは未来の不確実性である。不

確実性は実に複雑な問題だが、これについては本稿の最終章にて検証することとする。よって、ここでは究極的な

意味における害悪としての死ではなくむしろ私たちの認識（これは経験可能である）を通じて害悪となる死につい

ての当初の議論に戻ることにする。私たちは Rosenbaum に対し（エピクロスの古典に会釈しつつ）こう言うのだ。

「そう、あなたは正しい。」しかし、Fred	Feldman が指摘しているように、死はその本質として悪ではないとして

もやはりひとりの人間にとっては概して悪であり得る 14。いつか死ぬという事実は生きている間に私たちを苦しめ

る。しかし、これは私たちの人生のなかで何とか対応可能なものでもある。

　注意深い読者は、私が現時点でまだルクレティウスの有名なシンメトリー論について触れていないことに気付い

ているだろう。ルクレティウスの主命題はすでに本稿で述べたより広範な命題に関連付けることができるため、筆

者はついでに次のことを述べておくのみで十分であると考えている。つまり、私たちが存在する前の時間に関する

懸念は私たちの感情の未来指向性（および上述の価値観の未来指向性）には影響しない 15。また、いずれにしても

私たちは死そのものが害悪であるとは確認しておらず、むしろ死に対する私たちの態度（死のプロセスおよび未来

の不在への関わり方）の方が害悪をもたらすことを見てきた。つまり、今生ける者として死をどのように考えるか

によって、死が害悪であるように見えてくるのである。それでは、私たちは死をどのように考えればよいのだろう

か。それは無なのか。これらの問いについては、まず David	Benatar が提唱する反出生主義の主張を検討した後

に第 4 章で回帰こととする。

Ⅲ．本当に生まれてきた方がよかったのか

　David	Benatar の著書『Better	Never	to	Have	Been（生まれてこなかった方がよかった）』は大きな話題になっ

たとはいえ、おそらくはまだ十分に議論されていない本である 16。このなかで Benatar は、すべての人間は生まれ

てこない方が幸せであり、人道的にも人類は絶滅したほうがよいばかりか早めに絶滅するのが望ましいとする反出

生主義の立場を取っている。生まれてくることは常に害悪であるとするこの Benatar の議論は、悪が存在しない

状況はその善を享受するものがいなかったとしても善であるが、善が存在しない状況はかかる善を喪失する者が存

在する場合にのみ負の性質を持つという論理に基づいている。従って Benatar によれば、存在しないことによる

悪の不在は、存在しないことによる善の逸失に優る。つまり悪の悪である様は善の善である様よりも強いのであ

る 17。Benatar は、こうした判断は「生まれてきた者と生まれてこなかった者の（潜在的な）利害を基準としてい

る」18 と述べている。この善と悪の非対称性は Benatar の著作で最も重要なポイントであり、Benatar はこの主張

を受け入れない人々のために補足的な論拠も示している（以下で述べる苦しみに関する主張）。Benatar はさらに、

この非対称性により「生まれてくる可能性のある人々の利害」に基づいて「不幸な人々を生み出す行為を回避す

る」義務は生じるが、同じ条件では「幸福な人々を生み出す」義務は生じないと考えている 19。

　Benatar の議論を検討する際に念頭に置くべき重要なポイントは、上で述べたような、すでに生まれてきた人々、

これから生まれてくる人々、今後生まれてこない人々の実際の利害または潜在的利害（つまり「生まれてくる可能

性のある人々の（潜在的な）利害」である。分かりやすくするため、以下 Benatar の論点について述べる際はこ

の簡略的な表現を用いる）を判断するという視点である。自らの非対称な主張を擁護するため、Benatar はまずす

べての人生には一定の喜びと一定の苦しみが存在し、その度合いは人によって異なるという（自然に受け入れられ

る）仮定からはじめる。そして次に、人が存在する場合に存在する苦しみと喜びと、人が存在しない場合に存在し

なくなる苦しみと喜びを比較する。ここでは、X という人物が存在する場合の苦しみの存在を「悪」とし、X が存

在しない場合の苦しみの不在を「善」とする。そして X という人物が存在する場合の喜びの存在を「善」とする

が、X が存在しない場合の喜びの不在は「悪」ではなく「悪くはない」とする。一見不釣り合いとも思える
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Benatar のこの分類（「善」-「悪」ではなく「善」-「悪くはない」）は、喪失に関する Benatar の次のような考え

方に由来している。すなわち、人が誰かを生んだこと（そして生まなかったこと）について回顧的に判断すると

き、「自分たちの決断によって生まれてきた人のために後悔することはできる」し「不特定だが確かに存在してい

る誰か［遠い所に住んでいる見知らぬ人とでも言おうか］」の不幸を悼むこともできるが、決して存在していない

誰かのことを悔やむことはできず、子供を持たないことの悲しみは自分自身のための悲しみであって生まれてこな

かった子供のための悲しみではない 20。その後 Benatar は同様に、喪失によって存在しなくなった喜びは「相対的

に悪である」という意味で「悪」なのであり、従って（X が存在しないため）そもそも存在していない喜びは

「『相対的に悪ではない』という意味において『悪くはない』」のであり、この人物は存在せず喜びは喪失されるこ

とがないため「喜びが存在する状態よりも悪であることはない」のだと述べている 21。

　ここで、Benatar と同じ仕方、つまり生まれてくる可能性のある人々の（潜在的な）利害という観点からもう一

度私たちの考えをまとめてみたいと思う。このアプローチを取る場合、筆者は喜びの不在は決して悪ではないなど

とは思えない（これは通常の意味での「悪」であり、Benatar のいう「相対的に悪ではない」という意味ではな

い）。まさに Benatar の議論が示しているように、苦しみが経験されなくなるのと同様に喜びも経験されなくなる

のだから。生まれてくる可能性のある人々の（潜在的な）利害を考慮するならば、私たちは次のように具体的に考

える必要がある。ある人が生まれてこないことによって、その人が生まれていれば彼を待ち受けていたであろう善

が経験されなくなることは悔やむべきことなのか。私たちはイエスと答えるに違いない。善が経験されないことは

不幸なことだ。Benatar はこれに異議を唱え、Jeff	McMahan（2002）の「彼の人生に多くの善が含まれるだろう

からという理由だけでは、一人の人間を存在せしめるだけの強い道徳的理由にはならない」22 という言葉を引用し、

これこそ広く共有された普遍的な直観であり自らの主張の根っこはここにあると主張している。しかし、生まれて

くる可能性のある人々の（潜在的）利害を考慮してその不在を嘆けば人を生み出す理由はより強固になる。生まれ

てくる可能性のある人々の（潜在的な）利害を考えたとき、彼らが生まれてくるはずの人々であるとするならば、

彼らが実際に存在しなかったことによって彼らは喪失されることになるではないか。このことは私たちに彼らを産

む義務があるという意味にはならないが、私たちははっきりとその結果を悔やむであろう。加えて Benatar の「悪

くはない」と「相対的に悪ではない」の定義も有効ではない。なぜなら、人が存在しないならば喜びも喜びの不在

もまったく何物でもないのであり、生まれてくる可能性のある人々の（潜在的な）利害の観点から言えばその人に

とって喜びの不在は実際のところ相対的に悪である。人は存在しない限りいずれも持ち得ないのだから。このよう

に非対称性の問題について確固たる根拠が示されていないことは、そこから派生したすべての結論をも疑念にさら

すことになる。

　しかし Benatar は非対称性をもって彼の主張を退けようとする反対論を予測し、なぜすべての人は生まれて来

ない方が良いのかについてもうひとつの議論を用意している。すなわち世界は苦痛に満ちているというのだ。これ

を例示するため、Benatar は自然災害、飢餓（直接死につながらない栄養不良を含む）、致死的疾病、国や個人の

殺人による死者の統計を示し、それぞれの死には遺族があり、それによって苦しむ人々も無数にいると述べてい

る 23。さらに Benatar は死に至らない苦痛として強姦、暴力、地雷による四肢の喪失、一部の文化圏における女子

割礼の風習、奴隷制、「数え切れない形態で行なわれる虐待は言うに及ばず忌避、裏切り、侮辱、脅迫など」を挙

げている 24。

　これらは確かにひどく痛ましい出来事だ。直接的な人的措置や考え方・行動の変化によって容易に回避できるも

のについては特にである。しかし、これらの統計を具体的な苦痛の例やその結果としてではなく抽象的・継続的な

苦痛の表れとして扱うのは誤りである。「女子割礼」の慣習を持つ集団に生まれるという不運にあったがために身

体を傷つけられ、そのために後の人生においてもさらなる苦痛を味わうことになる非常に不幸な若い女性たちが存

在するのは疑いない事実だが、このことは必ずしも彼女たちがその人生すべてを終りのない苦しみだと認識してい

ることを意味しないのだ。事実、Jonathan	Haidt は、忌まわしいとしか形容しようのない生活を送るインドの娼

婦達を研究した際に、彼女たちの多くが概して幸福であるという事実に驚かされたと述べている 25。Benatar が挙

げた数々の出来事の被害者らのなかにはその精神的外傷に悩まされ続ける者がいるであろうし、繰返すがそのこと

は決して軽視すべきではない。しかしこれもまた、彼らが自分自身の存在自体を苦しみと見なしていることを必ず
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しも意味しない。

　これらのことについて Benatar は、人間に生まれつき備わっている 3 つの心理的特性（ポリアンナイズム、新

たな環境への適応と期待の調整、他者との比較による自己確認 26）によって人は自らの人生を実情よりも肯定的に

とらえているのであり、Haidt が報告したような事実は実にこうした特性の結果であると考えられると述べている。

しかし、こうした楽観的傾向は呪いというよりもむしろ恵みではないか。仮に Benatar が述べている快楽主義的

な欲望の満足に関する非主観的基準や客観的リスト理論 27 に基づき「私たちの人生は私たちが思っているほど良

いものでないかもしれない」と認めるとしても、それは人間の命（さらには Benatar がその論を拡張しているよ

うに感覚を有するすべての生物の命）を放棄するべきであるという結論にはつながらない。筆者はむしろそのこと

はよりよい生に向けてのチャレンジであり、人がよりうまく地球と付き合い、人に備わった楽観性に値する者にな

るためのチャレンジであると考える。人は日々この地球上のありとあらゆるところで言葉で表せないほどの苦しみ

を味わっており、筆者はこれに異議を唱えるものではない。しかしながら、すでに示唆してきたように Benatar

がこうした苦痛の存在から導き出した反出生主義的結論には根拠がない。以上のことから、個人的に子供を持つか

否かについての考え方がどうであれ、生ける者である私たちは生きることに価値を見いだすことが可能であるし、

確かに私たちのほとんどはそのような営みを行なっているのである。

　しかし、それならば私たちはその命の終りについてどのように考えるべきなのだろうか。すでに存在するものと

されている私たちは、将来訪れる自らの不在についてどのように考えるべきなのか。私たちは Benatar の反出生

論の論拠である非対称性を否定してきた。また苦痛に関する Benatar の議論は部分を全体に当てはめるという過

ちを犯していることが分かった。従って、私たちは生まれてくることそのものは害悪ではないと認識することがで

きるだろう。また、直観的にとらえている自らの存在を理性的に肯定的に受け止めることが可能であり、このこと

は私たちの中に（大抵の場合）感謝の念を生じさせる。私たちはいつか死がやってくることを知っているが、

Benatar が示唆しているように死を「存在することの苦しみ」の終りとして歓迎するのではなくそれまでに得てき

た時間に感謝することができるのだ。そうすれば、私たちは過去（私たちが経験してきた試練をも含む）および現

在に対して実に肯定的な光を当てることができるのである。将来訪れる自らの死をどのように受け止めるべきかに

ついて反出生論を否定することから得られる教訓は、「死がまだ訪れていないことを喜ぶ」ということだ。このこ

とそれ自体は心地良いものではないかも知れないが、自らの有限性を受け入れることで得られる意味付けとあわせ

て考えることで、私たちの死への向き合い方は大きく変わる。次章ではこのことについて論じる。

Ⅳ．自らの有限性の中に、そして自らの有限性を通じて（自らの有限性にも関わらず？） 
　　意味を見いだす

　第 2 章で述べた通り、死という状態そのものは私たちにとって害悪ではないがプロセスとしての死および必然的

な未来の不在に対する私たち自身の認識によって害悪が生じるのだとすれば、意味付けにおいて主な障害となるの

は有限性という現実である。非常に短い人生であった場合や、人生で何も残さなかった場合、あるいは自分に関す

る記憶はそう長くは残らず良くても数世代しか受け継がれないことが明らかである場合に、人生はどのような意味

を持ち得るのだろうか。Simon	Critchley は簡潔に次のように述べている。「虚無主義的な現代においては、人生の

意味を問うことは人間の有限性に意味を見いだすことと同義になった」28。また Critchley は「打ち勝つことので

きないものとして人間の有限性を受け入れる必要」という、彼が Stanley	Cavell の中心概念と呼んでいる言葉を引

用している 29。この意味するところはキリスト教的な救済でもなくツァラトゥストラの超人とも違う。ここには、

実に死について私たちを不安にさせる意味がある。それは死そのものではなく「死にゆく」ということだ。それも

まったく文字通りの意味（例えば長きにわたる苦しい闘病を通じて死にゆくこと）ではなく、もっと長期的でひっ

そりとした意味においてである。この意味において、私たちはいつかの時点で自分自身が「死にゆく存在」である

こと、私たちが有限であり遅かれ早かれいなくなる存在であることに気付く。そしてそれまで私たちが確かなもの

だと考えていた自己は、まさにこの（無愛想な）気付きによって脅かされるのである。恐らくこれ以降、私たちが

よりよく「生きる」ために重要なのは、早く、そして常に自らの有限性を認識していることではないか。つまり、
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死に向かって生きるということである。

　しかし、このような認識は不可能であるとされてきた。E.M.	Cioran は以下のアフォリズムを残している。

	 誰もが心の奥底では自分は死なないと感じて─そして信じて─いる。次の瞬間に自分が死ぬことが分かってい

ても、である。私たちはすべてのことを理解し、すべてのことを認識し、すべてのことを悟ることができる

が、自らの死についてだけは別だ。そのことをたゆまず常に熟考していたとしても、観念して死に身を任せる

ときでさえも不可能なのだ。30

　Critchley は、私たちは自らの有限性を真に理解することはできないとも述べている。それは「根本的に把握不

可能」であり、私たちは「死を理解することができず、そこから何かを作り出すことも、それを基盤として人生を

肯定することもできず」行き詰まると言うのだ 31。しかしそれでは、私たちは私たちにできないことをしなければ

ならないことになり、困ったことになる。Critchley はさらに次のように述べている。「死が単にナマの事実の発現

ではないのであれば、死は人が毅然たる決断の産物として自由に想像しなければならない何かということにな

る」32。私たちは死を受け入れ、それを用いて私たちの人生を肯定することはできないが、私たちは意志をもって

それを受け取り、死を今そこにあるもの、明白な重要性を持つものとして私たちの眼前に置いてみる必要がある。

そうでなければ、それは単に一片の情報にすぎなくなる。では、人がこのような意志をもって扱うことのできない

ものを活用するにはどうすればよいのか。筆者は、この難題から抜け出す方法があるのではないかと思っている。

つまり、私たちは死を「選択され、認められ、受け入れられたもの」として見る必要があるのであるから、死を何

か根源的なものとするような仕方をもって、真に死について理解することができないという事実に折り合いを付け

る方法があるのではないか。私たちは、死を─それも遠回しな方法で─あるがままに、ナマの事実として、単なる

情報として、そして明白な意志決定でもなく探求やロマン主義的空想でもないものとして肯定する必要があるの

だ。これは Critchley の言う死に対する「I	can」（if	I	can）33 でなく、単に「I	do」である。私は私がいつか死ぬ

ことを知っている。私は私自身の生物学的事実を認識しているのだ。私はそれを好ましく思っていないことも認め

るが、それでも私がこの事実にあらがうことはまったくもってできない。私はこのことを毎日思い起こす。一日の

うちに数え切れないほど何度も。そして、私たちはそれ以上の何かがあるはずだと異議を唱えたくなる誘惑にから

れる。自らの上に覆い被さるかのような死を前に、人は壮大な創造力と、死後も人生が続いて欲しいという深い願

望をもって数々の死後の世界を夢に描いている。ことほどさように死というものは巨大なのだ。人は「何か」が存

在するかもしれないという期待をもって未知のものに執着するか、それ自体の闇や恐ろしい美をもってこれを飾

る。前者の傾向は実に私たちに馴染みのあるものだ。地獄から天国までその描写は幅広い。後者については、

Cioran の別のアフォリズムがいみじくも死のロマン主義的空想を例示している。この死後の否定ですら、「I	do」

の視点、すなわちより平穏な（しかし無理解を認めた）視点から最終的に人を踏み迷わせる結果になる。

	 生は何物でもない。死はすべてだ。しかし、生と無関係な死は何物でもない。死を普遍的なものとしているの

はまさしくこの自律性の欠如、独特な実態である。死そのものに領国は存在せず、死は偏在なのだ。同一性も

限界も産物もないすべてのものと同じように。つまりそれは不作法な無限性を持つのである。34

　シオランの言葉は美しく深みがある。そしてこのことは恐らくその主題に手を貸してもいるだろう。私たちはや

はりシオランの言葉のなかにも、冷酷無情なプロセスとしての死、つまり「終り」であり、何物も付与することの

できない「無」であり、「無価値」である死を描写できていない様を見いだすのである。私たちは死を通して生を

肯定することはできない。なぜなら、それは自分の尻尾を噛もうとするようなものだからである。私たちはいまこ

こに存在し、生きており、そしていつか死ぬ。それ以外に言えることは何もないのである。私たちが有限性を受け

入れるのは、私たちの今に感謝し、（まだ）遭遇していない災難に感謝しつつそうせねばならぬからである。私た

ちは人生の目標を設定するが、それはその追求のためでありその達成のためではない。もし私たちがあれやこれや

の目標を達成することができたならば、私たちは自分自身を実に幸運な者だと考えるだろう。私たちは生まれてく
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ることを望んだわけではないが、このような省察のできる存在として生まれてきたことに感謝すべきだ。

　Steven	Luper はこの点について筆者に異を唱えるだろう。Luper は、人生の意味はまさしくその結果によって

得られるのだと述べているのである。いわく「人間の人生は、人がその生涯を投じた目的を自由に、かつ優れて達

成したこと、およびその範囲に応じて意味を持つのである。（中略）こうした達成こそが人生の意味なのであ

る」35。筆者が思うに、Luper の定義を額面通りに受け取るならば、この「およびその範囲に応じて」という部分

は大きな苦悩の種になるだろう。私たちが希望する通りに目標を達成するには、私たちを取り巻く状況や行為の結

果・帰結はあまりにも制御不能なものであるばかりか、あまりにも運任せであり手の届かない力の影響をうけやす

いのだ。これは重要なポイントであるため最終章であらためて検討・検証する。ここでは、Luper の主張に対して

次のことを指摘しておけば十分であろう。すなわち、私たちが及ぼし得る影響の小ささを考えれば、好ましい結果

を望みつつも、自ら設定した目標の達成に向けた道程や挑戦に焦点を当てたほうが賢明である。それが実現せずあ

くまで希望に終わったとしても、である。Luper はこうも述べているのだ。「私たちがやりがいを見いだした物事

を達成するために努力することは、副次的な作用として幸福をもたらす」36。この副次的作用だけでも、目標追求

に向けて努力するのに十分であり、実際の結果にとらわれずともその努力の中から私たちに実現可能な達成や目的

を見いだすこともできる。同様に、Noah	Lemos は人生の価値、つまりそれが良いものである（であった）かそう

でないかを検討するための基準として福祉、「選択妥当性」、倫理的望ましさを挙げている 37。恐らく私たちは、こ

うした基準を Luper の達成主義に代わるものとして検討できるのではないだろうか。さらに Luper は、意味は欲

望の充足とつながっており、これらの欲望は私たちに生き続けることを強いる無条件の欲望であるとも論じている

（条件付きの欲望はこのような性質を持たない）38。こうした考えの背後にある裏付け（Luper は Williams の「マ

クロプロス事件」を援用している）にもかかわらず、筆者はこうしたスタンスが私たちを貶めるもののように思え

てならない。無条件の欲望は条件付きの欲望よりも私たちの人生に多くの実体をもたらすかもしれないが、筆者は

それらが生き続けるために必須の前提条件とは思わないし、筆者がこれまでに出会った人々のほとんども同じだろ

うと考える。特に思慮深い人々は例外としても、私たちは単純に生きているから生き続けているのであり、可能な

限り人生のところどころに喜びを見いだしている。さらに上述のように、こうした欲望の追求においては、私たち

の努力の結果は私たちにはまったく制御不能であるという偶発性を受け入れつつ自らにとっての意味を見いだし、

作り出していくことのほうがより適切である。私たち人間存在は常に畏怖の念を起こさせるこの世界においてそれ

ぞれの人生に迷い込み、実際よりも無数の選択肢があるかのように考えて生きている。つまり、私たちが意志決定

の基盤としている諸々の結果は実に不確実性に依拠しているということに気付かず、冷静に分析すればあり得ない

であろうほどに自分の人生の主導権を握れていると考えているのである。以下、この点について詳細に論じてゆ

く。自分の目標を達成し欲望を充足させることは疑いなく私たちにとって肯定的な現象ではあるが、これらのこと

に私たちの人生の意味を置くことは砂浜に砂の城を築いてそこに引越そうとするようなものだ。これは、ほとんど

すべての人にとって良い考えではない。

　それでは、有限性を受け入れ、目標の達成ではなくその追求に意味を見いだすことは、「どのように将来訪れる

自らの死をより有益に認識することができるのか」という本稿の中心的問いにどう応用できるだろうか。

Critchley と Cioran が指摘しているように、私たち自身の有限性は私たちが知性を持って（少なくとも定義として）

理解できる概念ではあるが、真に認識することは不可能である。実に不可能なのだ。とはいえそれは私たちが肌で

感じなければならないものであり、私たち自身の中核、私たちの日々の生活の中心となる行動を形成するために必

要なものでもある。そのため、筆者は単純に生きていることへの感謝の念を育むことを提案したい。日々、自分は

いつか死ぬとはいえ、いまこの瞬間この場所で生きているという事実を省察するのだ。これができれば、私たちは

現在自分自身が在ることに感謝するようになるはずだ。そうすれば、自ずと日々自分が選択する行動、さらには自

ら選んだ目標の追求（その努力の効果のほどは問わず）を通じて人生の意味を確立しやすくなるだろう。死はすぐ

そこで私たちを待ち受けている。私たちはそれを─深く─認識することができる。そして、「I	do」と言い、「not	

now」と微笑み返すことができるのだ。



127国際哲学研究５号 2016

Ⅴ．不確実性と意志決定

　この最終章では、「有限性における意味」というテーマを人生の不確実性と結びつけて検討する。このために、

まずは蓋然性の判断と意志決定に関わる心理的プロセスについて幅広く解説し、これまでに述べてきた議論とあわ

せて死へと向かう私たちの旅路を理解するための示唆を提供する。人生における不確実性の領域と多くの人がそれ

に気付かずにいる理由を知り、人間の意志決定プロセスに関するこれまでの研究成果を理解すれば、将来訪れる自

らの死をどう捉えるべきかについての思索をより深めることができるだろう。しかしまずは、私たちの人生を特徴

付ける不確実性、すなわち人間が作り出す最善の計画にすら疑問をもたらすような不確実性の例をいくつか提示す

ることにする。

　『Operation	Massacre』39 のなかで Rodolfo	Walsh は、時勢とまれに見る不運によって想像もできないような事

態に陥ってしまった 12 人の男たちについての記録を時系列でまとめている。彼らは 1956 年 6 月 9 日の夜、ラジオ

でボクシングの試合を聞くためにブエノスアイレス北部のあるアパートに集まっていたのだが、そこに突然警官が

押しかけ、全員を逮捕して身柄を拘束したのだった。彼らのうち 2、3 人以外は全く知りもしなかったことなのだ

が（これから説明する事情により正確な情報はそもそも曖昧だが）、その夜、当時発足したばかりだった軍事政権

に対してペロン派のクーデターが発生していた。そして警察には、クーデターを主導する 2 人の指揮官のうちひと

りが当夜そのアパートを訪れる、あるいは訪れていたとする情報が入っていたのだ。彼らは正式な裁判に掛けられ

ることなく、暖房のない部屋で定期的に尋問されながら長い夜を過ごした後、バンに載せられ数キロ離れた場所に

ある開けた荒地（そこはゴミ処理場だったのだが）に連れて行かれた。そこで彼らは行進するよう命じられる。彼

ら一人ひとりの後ろにはライフルを装備した監視員が付いていた。自分たちが処刑されることに彼らが気付いたの

はこのときだった。彼らはそれぞれ思い思いの方法で反応した。多くは逃走を試み、驚いた警官が発砲すると地面

に倒れ込んで死んだふりをした。ひざまずいて命乞いをする者もいた。作戦そのものは初めから終りまで滞りなく

実施され、彼らのうち 7 名が生き残った。そのうち 1 名は重症を負い、数名が軽症、その他数名に怪我はなかっ

た。生存者のうち法的救済を求めたのは 1 人のみであったが、この事件は最終的に軍事裁判にかけられ、関与した

警官のうち刑法違反で有罪とされた者はいなかった。この事件をどこか遠い場所で起こった悲劇的な出来事のひと

つとして見過してしまわないよう、次のことを述べておく必要があるだろう。彼らはアルゼンチンの憲法によっ

て、私たちの多くが現在住んでいる国の憲法によって保護されているのと同じか、ほぼ同じように保護されていた

のである。この無実の男たち（彼らのうち全員、またはほぼ全員）に起こったことは、彼らがその夜逮捕された

60～90 分後に宣言された戒厳令によってそうした保護が解除された結果であった。事実、武装組織による反乱が

始まったその夜から、革命派への弾圧によって数十件もの即決処刑が行なわれたのである。彼らは普通の人々であ

り、自分の身に降りかかった状況をほとんど全く理解できなかった。あなたも私も同じ状況であれば彼らと同じよ

うに反応することだろう。

　この例は確かに実に多くの人間が関与する非日常的な状況で発生した極端な事例ではあるが、不確実性というも

のはより個人的なかたちでも私たちの人生に作用してくる。筆者の知人のひとりはアウトドア派の活発で壮健な人

物だったが、突然の脳梗塞により寝たきりになり、私たちが当たり前に考えている生活を送れるようになるため理

学・言語療法を必要とするようになった。筆者の場合には、数年前の健康診断で尿蛋白濃度が高いと出たのでその

後何度も検査を重ねたところ腎臓病であることが分かった。筆者の知る限り私は健康だったし内臓にも何も問題は

ないはずだった。治療を重ねて症状は治まってきたが、もし私がいま住んでいる日本ではなく生まれ故郷の米国に

いたならば、日本で雇用主が従業員に提供することになっている健康診断（これは多くの場合義務なのだが）を受

けていた可能性はかなり低く、私の腎臓の時限爆弾はいつしか爆発してしまっていただろう。つまり、初期の腎不

全で死ななかったとしても透析や臓器移植の必要があったはずだ。また、大規模な自然災害にあっては私たちの生

死は完全に運任せである。また、平凡な日常のなかでも不確実性が私たちの人生にとてつもない影響を及ぼすこと

は往々にしてある。例えば、就職面接の成否は履歴書を受け取り面接を行なう担当者の気分や、早く帰りたい、残

業しなければならないといった状況次第で決まってしまうかもしれない。また、たまたま某という人物に会って古

本屋で此々という興味深い本を買うよう勧められ、完全に自分の考え方を変容させられるような作家に出会うとい
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うこともあるだろう。善悪の問題ではなく、私たちの人生はこうした偶然に満ちている。

　しかし私たちは外的な要因を無視し、私たちの身に起こったことは純粋に自分自身の選択の結果だと思いがちで

ある。そして往々にして、人生において偶然と蓋然性が果たす役割をひどく見誤ってしまうのだ。その原因のひと

つには人間の理解の様態がある。Amos	Tversky と Daniel	Kahneman が行なった画期的な研究のなかで、彼らは

人が知覚した様々な事象をどのように考え、それらを評価する際にどのようなバイアスがかかるのかを明らかにし

ている。私たちは類似性または代表性が高いと判断される場合には蓋然性を高く判断し、これが低い場合には蓋然

性も低く判断する傾向があるが、事前確率、標本数といった通常は重要となる要因が無視されるため錯誤につなが

る可能性がある 40。Tversky と Kahneman は「人は不規則過程によって生成された事象の順序を、例えその順序

関係が短いものであったとしてもその過程の本質的特性を表すものと見なしたがる」41 とし、「局所的に代表性を

持つ順序（中略）には多くの別の可能性があるうえに標本が少なすぎる」42 ために錯誤に至るのだとしている。つ

まり、人は一部のみを見て全体を理解したと思ってしまうのである。Leonard	Mlodinow は数学の原理を用い、次

のように問うことでこの現象を説明している。「100 万回連続のゼロとウォール街の伝説的トレーダーの成功はラ

ンダムか？」（ちなみに、いずれも答えはイエスである）43。例えば何かの等級や類似した事象の例が容易に想起

される場合、人は同じことが起こる頻度や確率が高いと考え、本来の事象の確率を十分に検討することなく、連言

的事象の発生確率を高く、選言的事象の発生確率を低く見積もってしまう。このことにより人は「計画や事業が成

功するだろう」（連言的）という望ましくない楽観主義に至り、ただひとつの重要要素が崩れるだけでもすべてが

駄目になってしまうような複雑系の失敗リスク（選言的）を十分に認識しなくなってしまうのである 44。Tversky

と Kahneman はさらに次のように述べている。「一般に偶然というものは、ある方向への逸脱があれば反対方向へ

の逸脱によって均衡を保つというような自己修正過程のように考えられている。実際には偶然の過程は目に見えな

いため逸脱は『修正』されず、薄められることはほとんどない」45。

　状況の不明瞭さや外的な力の気まぐれさに対するこうした実に人間的な誤解が私たちの人生を形作っていること

を考えるに 46、私たちはどのような意志決定の傾向を持っているのだろうか。私たちが自らの拠って立つ基盤およ

び進む道筋が実際よりも強固で安定したものだと誤って認識してしまっている場合、私たちは自ら制御可能なオプ

ションを最善にはかりに掛けて選択を行なうのであろうか。これについて私たちは「そうだ」と思ってしまいがち

だが、この分野の研究では、このような合理的行為者理論はまったく不正確であることが明らかになっている。

Kahneman は人間の思考プロセスには 2 つのシステムがあるとしている。すなわち直観的・即時的（ファスト）・

自動的な思考プロセスを通じて知覚表象および思考対象についての印象をもたらす「システム 1」と、合理的で遅

く（スロー）、熟考型の思考プロセスを通じて常に意識的・明示的に行なわれる「システム 2」である 47。

Kahneman は私たちの判断・選択において直観（システム 1）が果たしている役割に関する 2 つの重要な仮説につ

いて、次のように述べている。

　１）	「ほとんどの行為は直観的で熟練しており、問題なく、成功する」

　２）	「完全にそれらに支配されているとは限らずとも、直観的な印象や意図に基づいて行為がなされることが多

い。」48

　筆者はこれらの仮説について二者択一的な選択をすべきではないと考える。また、関連する文献を読む限り確か

にこれらの仮説両方が本質的なプロセスに関わるものであることが分かる。さらに、Kahneman は次のように述

べている。私たちの選択は関連する詳細情報、見込み、リスクを包括的に検討してなされているというよりも損得

というより狭い観点に基づいている。そしてこの視点はより包括的な心理環境によって生み出されるであろうリス

ク中立的な視点とはかなり離れており、このことを示すエビデンスは無数に存在すると言うのだ 49。私たちには

（その他の検討材料に比べて）最も分りやすい直接的帰結に意識を向ける傾向があり、それ故に私たちの判断は感

情の影響を受けやすいのである 50。その他の研究者もまた、細部において差異 51 が見られたとしてもこの理論モデ

ルの強固な普遍性が確認される範囲において、人の意志決定の大部分（ほとんど全てとまでは言わずとも）が感情

に基づく直観的な判断によりなされているという見方に同調している。おそらくここで起きていることは、特定の

刺激によって私たちの中に感情的・直観的反応が生起され、これが直接的に行動反応を導くか、あるいはよりス

ローなシステム 2 における分析に大きく影響して特定の意志決定、そしてその後の行為（状況によっては不作為）
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につながっていくということであろう。

　行為というコンテキストにおいて、Raanan	Lipshitz と Orna	Strauss は不確実性を「行為を阻む、あるいは行為

を遅らせる懐疑の感覚」と定義し、「懐疑」には以下の要素が含まれるとしている。

　１）不完全な情報

　２）所与の情報にあまりに多くの意味の対立が見られる

　３）同等に良い / 悪い選択肢がある 52

興味深いことに Larissa	Tiedens と Susan	Linton は、所定の状況における確実性・不確実性の感覚それ自体が感

情的基盤を持っており、その基盤は自動的・直観的チャンネル（システム 1）を通るか熟慮的・理性的チャンネル

（システム 2。これもやはりシステム 1 を経由しており感情的インプットが含まれる）を通るかに関わらず思考プ

ロセスにつながっていると報告している 53。例えば、幸福と怒りは直観的判断に関わり、悲しみや中立はより合理

的判断に基づくものと考えられる。また、前者の場合は（例えば喧嘩の）内容よりも原因に同調されやすいのに対

し、後者の場合は内容の質に焦点が当てられるという点も重要である。Tiedens と Linton は、幸福も怒りも確実

性に関わるものであるため、この注意の特性は直接的に私たちの確実性・不確実性の感覚に起因していると言

う 54。我々哲学者がシステム 2 の思考タイプを好み喧嘩の原因よりも内容を重視するということを考えれば、我々

が暗く悲しげな人々であることも好ましいことと言えようか。こうした人間の意志決定に関わる心理プロセスを検

討することで分かるのは、私たちの住む世界は実に不確実であるにも関わらず、私たちは自分の予期した結果や見

込みが確実である、あるいは少なくとも確実である度合いが高いと感じ、そして判断することが多いということ

だ。このことは必然的に次のことを意味する。すなわち、私たちは自分が置かれた状況の危険性を認識できず、私

たちの身に降りかかった幸運に気付くこともできず、概して私たちが進むべき方向を知覚できないのである。

　このことは、「私たちはどのように自らの死を認識するべきか」という中心的な問いや、前章までに論じてきた

ポイントに対してどのように適用できるだろうか。私たちは次のことを認めざるを得ない。私たちは自分が産み落

とされたこの世界にあって何を追求しどのように生きるかを選択することはできるが、物事がどのような帰結に至

るのかについて確信を持つことはできないし、実際のところ起こり得る結果を予測することは非常に難しいのであ

る。（Mlodinow は根気があれば成功の確率 55 を高めることができると言うが、もちろんその保証はない。）私たち

は自分の人生がどのように進展していくかを知ることはできないし、上で述べた心理的システムによって往々にし

て─少なくともある程度は─直観的・感情的に（非常に重要なものを含めて）意志決定を行なってしまう傾向があ

る。従って私たちは軽いタッチで自分の人生を見つめるべきであり、計画を立て、希望を持ち続けつつも、やはり

その時に私たちが懸命に求めるがごとく今そこから意味を見いだすべきなのである。私たちは死がやがて訪れるの

を知っている。そして未知のものへの不安ではなく今そこにある喜びに目を向けることで、毎日、「それは今では

ない」ことに気付き確認することができる。実際に死ぬそのときにどのように感じ、それがどのようなものである

かは恐らく私たちには理解することも推し量ることもできないが、このことは私たちが死に取り組むことができな

いということを意味しない。これもまた有限であることの意味である。また、それを受け入れることは死を私たち

の唯一の行き先として認めることでもある。不確実性のもとにあって、私たちは皆「それ」が待っているというこ

としか知ることができない。いつ、どのように起こるかは分からないのだ。頭ではもちろん理解しているが、私た

ちはそれを当たり前に受け取っており、「その瞬間」の不安定さに留意せず、何年も先のことだと思い込んでいる。

これは私たち自身にとって損失である。死について考えれば─日々考えるべきであるが─死の害悪は死そのものに

存するのではなく私たちのアプローチ、すなわち死に対する態度にあることが理性的に理解せられるだろう。私た

ちは、自己は有限であり時間がたてばほぼ確実に忘れ去られる存在（その名と功績が数千年にわたって語り継がれ

るようなごく一握りの人々でもこの事実は変わらない。自分はこのような少数の人間だと考えることはその誤謬の

良い証拠となる）だと認めたとしても、生きていること、今ここに存在することは善であると言うことができる。

死は、その時間を超越したすべての側面において、私たちの限られた時間を投じるに値するものである。私たちは

一日一日を受け止め、今に感謝し、過去に感謝し、まだ死が訪れていないことを感謝することで、その断固たる

「停止」を受け入れるのである。
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ジョン・ディーのスクライング魔術

武内　　大

はじめに

　ジョン・ディー（1527-1608/1609）は、自然哲学者として科学技術の発展に多大な寄与を果たし、エリザベス朝

随一の碩学と謳われた程の人物であるが、後年水晶玉を用いてヴィジョンを受け取る「スクライング（scrying）」

という魔術的技法によって天使や精霊たちとの対話に没頭する。その膨大な記録は、ディーの死後ちょうど半世紀

経った 1659 年にメリック・カソーボンによって『ジョン・ディー博士と（…）精霊との間に多年にわたり起こっ

たことの真正にして忠実なる物語』というタイトルで刊行され、以降ディーは迷信深い狂信者という悪評を浴びせ

られることとなった 1。いったいディーは自らの自然哲学的探究と天使魔術の関係をどのように考えていたのであ

ろうか。本稿ではこうした問いを背景に、ディーの学問体系におけるスクライング魔術の位置づけ、及びその方法

論的意義を炙り出すことにしたい。

１．至高技芸とスクライング

　1570 年に刊行された『ユークリッド幾何学原論』英訳版に付されたディーの「数学的序文」は、当時の科学技

術の発展に甚大なる影響を与えることとなった。その中でディーは、天文学、音楽、地理学、航海学、建築学、図

像学、光学等々、実に広範囲にわたる諸学問を数学によって基礎づけ、体系化した。とりわけ興味深いのは、彼の

体系の頂点に屹立する「至高技芸（Archemastrie）」という学問である。ディーによれば、至高技芸とは、「あら

ゆる数学的技芸によって企てられ、あらゆる自然哲学によって下された、全ての価値ある帰結」を、第一に「実際

に感覚可能な経験」へと、第二に「個々の技芸では望み得なかった完全な経験の遂行」へともたらすことを教える

ものである（MP,A.iijv）。クルリーによれば、至高技芸という術語自体は、錬金術師トマス・ノートン（1532-1584）

に由来するが、ディーはさらにその意味を敷衍し、ニコラウス・クザーヌス（1401-1464）やとりわけロジャー・

ベイコン（1214-1294）の「経験学（Scientia Exprimentalis）」と結びつけている 2。ただしベイコンやディーの言

うところの経験概念は、ディーバスによれば、「近代科学的な管理された実験概念」というより「観察

（observation）」といった程度のニュアンスに近い 3。

　ベイコンによれば、経験学には三つの特権ないし価値がある 4。第一に「それら全ての諸学問における高貴な諸

帰結を、経験を通して探究すること」、第二に「それらの諸学問が他のいかなる方法によっても与えないような重

要な諸真理を、それら諸学問の範囲の中で与えうること」、第三に「自然の諸々の秘密」、すなわち「未来・過去・

現在の知識」、及び「通常の判断占星術を凌駕する不思議な諸々の業を探究すること」である。最後の特権には魔

術的経験も含まれているが、呪文によって精霊を呼び出すような精霊魔術は退けられ、いわゆる自然魔術に範囲が

限定されている。

　最初の二つがディーの至高技芸にも認められることは容易にみてとれる。第三の特権は、至高技芸に熟達する者

の仕事を助けるものとしてディーが挙げた三つの補助的学問において継承されている（MP, A.iijv）。まず一つ目は

「魔術（alnirangiat）」と呼ばれるものである。クルリーは、この言葉がイブン・シーナー（980-1037）の『諸学問

の区分について』のなかで語られている「魔術学（scientia alnirangiat）」から採られたものと推測している 5。そ

論文
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れは「諸事物の隠れた効力を操作する自然魔術の一形式」を意味している 6。二つ目は「シントリリアの術（Ars 

Sintrillia）」と呼ばれるものである。これは、水盤の上に光沢のある剣を置き、水と剣の輝きを通じて不思議な光

景を見る術、すなわちスクライングの一種である。そして三つ目に「もう一つの光学的学問」というものが挙げら

れているが、少なくともこのテキストでは、その詳細について何も語られていない。

２．占星術と光学　

　既にディーは、処女作『アフォリズム的予備教示』（1558&1568）の中で、光学についての詳細な理論を展開し

ていた。この書では、天文学と占星術が主題的に扱われている。彼がエリザベス一世の戴冠式の日取りを占星術に

よって決定したというエピソードはよく知られているが、この書で語られている占星術は、人間の吉凶を占う類い

のものではない。「数学的序文」の中で明瞭に語られているように、天文学が恒星や惑星の大きさ、運動、地球か

らの距離などを扱うのに対して、占星術は、「恒星や惑星からの隠れた影響力」を扱う（MP, b.iij）。ディーは後者

をもあくまで数学的技芸として捉えている。しかもそれはコントロール可能という点で魔術的性格を帯びている。

　ルネサンスにおける星辰魔術の伝統は、マルシリオ・フィチーノ（1433-1499）に代表される。彼が音楽、詠唱、

薫香、護符などを利用しつつ、「気息（spiritus）」を媒体として「想像力」によって星辰の影響力をコントロール

したのに対して 7、ディーは天体が放出する輻射線（radius）を自然的に扱い、それを「反射光学（catoptrics）」

によってコントロールしようとする（PA, XLVIII, LII）。つまり輻射線の方向や強さを、幾何学法則に基づいて測

定し、鏡を用いて自在に調節することができるというわけである。

　しかしながら、ディーの光学理論は、それ程独創的というわけでもなく、13 世紀のオクスフォード学派、すな

わちロバート・グロステスト（1168/70-1253）やロジャー・ベイコンからの強い影響のもとで成立した。グロステ

ストは、新プラトン主義的な「光の形而上学」とアル = キンディ（801-873?）の光学を統合し、「スペキエス増殖

理論」により、光の幾何学的解明の方途を開いた。さらにロジャー・ベイコンは、師グロステストの数学的方法を

より厳密化し、他方で師に反して光を自然的に捉え、光の直線伝播、屈折、反射に関する詳細な分析を行なった 8。

スペキエス増殖理論によれば、光源である太陽の「光（lux）」は、媒質を通ってスペキエスとしての「明かり

（lumen）」を産み出し、さらにその類似物が近接作用によって連続的に増殖していく。この理論で重要なのは、光

の伝播のあり方が幾何学的原理に基づけられるという点、及び自然的効果における質的差異が、スペキエスの増殖

という量的相違へと還元されるという点である。

　ディーの光学理論は二つの側面を持つ。一つはグロステストのような形而上学的な側面である。ディーは「第十

天（primum mobile）」のような形而上学的領域を、コスモスの各被造的部分を自らに引き寄せる凹面鏡のような

ものとして比喩的に語っている（PA, XXVIII）。しかしディーの探究する光は、単なる比喩にとどまらず、自然的

な光でもあった。ディーは基本的にベイコンのスペキエス増殖理論を踏襲しているが、クルリーによれば、この理

論がもつ含蓄を最大限に引き出し、それを占星術というコンテクストの中でより体系的に展開したところにディー

の功績がある 9。

　ところで、ここで語られている光学というのは、可視的な光線のみならず、「輻射線（radius）」というより包括

的な事象を扱っていることに注意しなければならない。

 あらゆる星の輻射線は二重である。すなわち一つは感覚可能な、或いは明るんでいる輻射線であり、もう一つ

は、より秘密の影響力を持つ輻射線である。後者はこの世界に含まれているあらゆるものを瞬時に貫く。前者

はそれ程貫通力がなく、なんらかの仕方で妨げられてしまうこともありうる。（PA, XXV）

つまり、光とは感覚可能な輻射線のことであり、もう一つの輻射線はオカルト的輻射線とでも言うべきものであ

る。星辰からのオカルト的な影響力という問題事象は、フィチーノやハインリヒ・コルネリウス・アグリッパ

（1486-1535）においても語られており、ディー独自の発想というわけではないが、いずれにしても感覚に対して隠

れているという消極的表現では曖昧さを拭いきれない。ディーはとくにオカルト的輻射線についての明確な定義を
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していない。しかしテキストを読む限り、次の二つの解釈が可能となる。

　第一にそれは、磁石の力と考えることができる。ディー自身述べているように、それは「固体的物体を貫通する

ことができる」からである（PA, XXIIII）。第二にそれは精神的な輻射線と解釈することができる。

 精神的スペキエスのみならず、他の自然的スペキエスもまた、明かりを通じて、或いは明かりなしに、諸事物

から視覚へと、そればかりか時折他の感覚へと流れ出る。それらは、特に我々の想像的精神の内へと、あたか

も鏡の内でそうなるが如く凝集し、自身を我々に示し、我々のうちに驚異をもたらす。（PA, XIIII）

この引用からも読み取れるように、< 可視的－オカルト的 > という区別をそのまま < 自然的－精神的 > という区

別に単純に重ねることはできない。精神的スペキエスの中にも可視的な光を通じて流れてくるものがあるからであ

る。問題はオカルト的で尚且つ精神的なスペキエスの存在である。ディーは精神的な輻射線をもある種の光学に

よって、自然的輻射線との類比によって捉えようとする。けだし、このような精神的スペキエスの取り集めの技術

こそ、スクライングの技術を意味しているのではないだろうか。一方、オカルト的な自然的輻射線というものがあ

るとすれば、磁石の力こそ、それに相当するのではないだろうか。

　ゾニーは、ディーが「鏡占術（catoptromantia）」と「水晶玉占術（crystallomantia）」という二つの伝統的スク

ライング技術を両方行なっており、前者が未来に関するヴィジョンの獲得を目的とし、「黒曜石の鏡」を使用した

のに対して、後者は天使や精霊を召喚して情報を得るのを目的とし、「水晶玉」を使用したと主張している 10。前

者が先に触れたシントリリアの術に相当するのだとすれば、「数学的序文」で述べられていた「（言わば）もう一つ

の光学的学問」というのは、とりわけて水晶玉占術のことを指すものと解釈できる。これに対して、『アフォリズ

ム的予備教示』では、スクライングとは言っても、「もう一つの反射
0 0

光学的学問」とでも言うべき鏡占術が問題に

なっていたと解釈できるのではないだろうか。

３．実在のカバラと錬金術

　ディーは、『聖刻文字のモナド』（1564）の序文的な役割を果たしている「マクシミリアン王への献辞」の中で、

伝統的なヘブライのカバラを「通俗的」と批判し、「実在のカバラ」という独自の方法論を打ち出している。前者

が「言表されたもの」に関わり、人間によって書かれた文字の解読にとどまるのに対して、ディー自らの標榜する

実在のカバラは、「存在するもの」に関わり、創造の際に神御自らの指によって記銘された「自然の書物」の解読

を目的とする。ディーによれば、ヘブライのカバラだけでなく、通俗的文法学、数学、算術、幾何学、音楽、天文

学、光学、静力学といったエクソテリックな諸原理は、医術、緑柱石の術、ヴォアルカドゥミア、達人術─これら

は全て、錬金術ないしその新しい形態に関わる 11 ─といったエソテリックな新しい原理によって乗り越えられ、

改良されねばならない。そしてこの新しい原理を包括し照明するのが実在のカバラという方法論に他ならない

（MH, 134/135, 136/137）。『アフォリズム的予備教示』や「数学的序文」において扱われているエクソテリックな

諸学問が、創造以降の「ラチオと自然の法則」（PA, 122/123）を探究するのだとすれば、エソテリックな諸学問や

実在のカバラは、「創造の法則」（MH, 134/135）を探究する。後者は客観的な考察対象というよりは、意識の変容

と相関的に考察される独自の問題領域を形成している。

　上述の「緑柱石の術（ars beryllistica）」というのはパラケルスス（1493-1541）に由来し、「緑柱石の中にヴィ

ジョンを見る術」を意味する。使われる石は特に緑柱石に限定されるわけではないため、この術はより一般的にス

クライングと呼ばれても差し支えないであろう。興味深いのは、このテキストにおいて緑柱石の術が、天使との対

話の為の手段というより、錬金術のコンテクストの中で捉えられているという点である。ディーによれば、「水晶

のラミン」の内に「土の上や水の中のあらゆる月下のもの」を、「柘榴石やルビー石」の中に「空気と火の全領域」

を覗き見ることができる（MH, 136/137）。おそらく錬金術の作業工程で言うところの白化（アルベド）、赤化（ル

ベド）にそれぞれ対応しているのであろう。ここで水晶と柘榴石、ルビーそれぞれに担わされたスクライングの役

割の相違は、石の色という観点からの連想によるものであり、経験的根拠にもとづいて語られているとは到底言い
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難い。

　『聖刻文字のモナド』本文の定理 23 に書かれた世界創造の図では、「地、水、空気、火」と「闇、水晶の静澄、

黄化、辰砂」のそれぞれ四段階が語られている（MH, XXIII）。後者は錬金術の「黒化（ニグレド）、白化、黄化

（キトリニタス）、赤化」という作業工程に対応している。前二段階は「地上的世界」、後二段階は「天空的世界」

に割り当てられており、「マクシミリアン王への献辞」の記述と整合的であることが確認できる。さらに世界創造

の図から読み取れることとしてもう一つ重要なのは、錬金術によって可能となるのが天空的世界、すなわち「時間

地平」までの上昇であるという点である。そこでははっきりと書かれてはいないが、天使召喚魔術こそ、「永遠の

地平へ」の上昇、つまり「完全なる変容（metamorphosis cosummata）」に至るための方法なのであろう。結局の

ところ水晶は、月下世界どころか天空世界をも超えた天使世界の探究に使用されることとなる。

４．スクライングと天使魔術

　ディーが行ったスクライング・セッションの最初の記録は 1581 年 12 月 22 日であるが、1579 年には既にスクラ

イヤーを雇っていた。『ユークリッド幾何学原論』英訳版の刊行からおよそ 10 年後のことである。ディーが雇った

スクライヤーは少なくとも 4 人いると言われている。中でも有名なのがエドワード・ケリー（1555-1597）である。

スクライング・セッションはおよそ以下のような形で行われる。

　ケリーは投射石（shew-stone）のセットされている机の前でひざまずき、祈り嘆願してから石を凝視する。その

間ディーは小礼拝堂に退出し、祈りをもって天使の出現を嘆願する。そして 15 分ほど経つと石の中にケリーは何

かを見る（FBM, 66f.）。彼はそこで見聞きしたことを逐一口頭で報告する。ディーは別のテーブルでこれを記録し、

天使や精霊に様々な質問を投げかける。

　彼らのスクライング魔術で興味深いのはその道具類である。魔術道具の制作法自体がスクライングによって現れ

た天使達によって教示されたという点は、彼らの魔術の大きな特徴である。スクライングの作業台となる「神聖な

るテーブル」（図 1）は、スウィート・ウッドを用いた 2 キュービット四方のテーブルで、高さ 2 キュービットの

四本脚で支えられる（FBM, 71-72）。テーブル表面の中央には、「エメトのシジル」（図 2）という直径 9 インチの

蝋の円盤がのせられ、その周りには、「創造の記章」という錫製の板が、７枚並べられる。テーブルの四脚の下に

もそれぞれ小型のエメトのシジルが置かれる（FBM, 395-6）。テーブルはシルクのテーブルクロスで覆われ、台の

中央に、シジルとクロスを挟んで水晶玉が置かれる（FBM, 71）。スクライヤーは指輪をはめ、純金で作られた「ラ

ミン」（図 3）と言われる胸当てを首から紐でぶら下げ、水晶玉を凝視する 12。

　 　 　 　

図１ 図２ 図３

　スクライングとは、水晶玉や鏡を凝視し、そこにヴィジョンを見てとる技術である。ヴィジョンは催眠トランス

状態において現出する。凝視とは基本的な催眠誘導技法の一つであり、水晶玉は、さまざまな光が瞬き、光の模様

が不断に変化しているため催眠トランス状態を誘発するには最適の道具である。スクライングが、お伽話やファン
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タジー小説にあるように、遠くの実在を透視できるのか、予言的な能力を持っているのかといった点についてはと

もかくとして、ヴィジョンが見えること自体は超常現象でも何でもない。訓練さえ積めば到達可能な経験である。

実はディーもヴィジョンを見た経験はある。彼は 1581 年 5 月 25 日の日記の中で「私は自分に対して現れた光景を

水晶の中に見た。私は見た。」と書き綴っており（PD, 11）、1582 年のセッションでは　「大きな雷鳴」、「唸り音」

を聞き、「耳鳴り」を感じるやいなや、「私の周りにいくつかの精霊たちが現前しているのが見える。」と記してい

る（FBM, 216）。ただ、ディーにはヴィジョンを見たい時に自在に出現させたり、持続的にありありと見てとる能

力はなかった。普段のセッションにおいて彼は、天使や精霊をあくまで「信仰」と「空想力」によって見ていたに

過ぎない（TFR, 31）。しかし、だからといって彼がスクライヤーの作り出すヴィジョンの世界に、ただ単に傍観

者として外側から対峙していただけとは言えない。ケリーと共に或る種のフォリ・ア・ドゥとでも言うべき状況を

作り出していた可能性もある。ディーが天使や精霊に対して質問をしたり、セッションでの対話を整理して記録し

たりする際に、彼の知的背景が、ケリーの紡ぎ出すヴィジョンの形成内容そのものを暗黙裡に誘導していた可能性

は十分考えられる。

　アンジェラ・ヴォスは、スクライングを、アンリ・コルバンが言うところの「想像世界（mundus imaginalis）」

へのアクセス方法として捉えている 13。想像世界とは、意識によって産み出される空想世界ではなく、想像主体そ

のものをも巻き込む形で無意識的に湧出してくる「自律的世界」である。スクライングの場合、基本的には没入型

というより、水晶玉をスクリーンとした観察型のヴァーチャル体験であることが多い。しかしディーの記録にも散

見されるように、ケリーのヴィジョンは、時には水晶玉という立体スクリーンを離れ、部屋全体を舞台とすること

もあるし、知覚世界から全く断絶することもある。しかもケリーのヴィジョンは視覚や聴覚のみならず触覚をも伴

う、実にリアルな経験世界である。

　想像世界は、感覚的世界と知的世界を媒介する「中間世界」である。しかしそれは感覚的世界や知的世界と独立

に存在しているわけではない。あるのはただ「感覚的なものの非質料化」と「知的なものの形象化」という二つの

プロセスだけである。現れたものを隠すべく、象徴へと変形されねばならない感覚データと、隠れたものを顕現す

べく、顕わにされねばならない知的データ、これら二つのデータの隠れたリアリティーを露呈するのが「元型的想

像力」に他ならない 14。

　ところで、ルネサンス魔術には大きく分けて二つの類型がある。フィチーノに代表される自然（星辰）魔術と

ピーコ・デッラ・ミランドラ（1463-1494）に代表されるカバラ的な天使魔術である。自然魔術が印形や図像を道

具として、魂における低次の部分の働きとしての想像力を活用するのに対して、天使魔術は、数字や文字を操作し

つつ、魂の合理的な部分である知性を活用する。もっとも、ここで言われる知性というのは推論的知性ではなく、

直観的知性、或いは「恍惚状態での合理的魂」とでも言うべき知性を意味する 15。おそらくこれら二つの魔術は、

元型的想像力のもつ二つの機能と対応するのではないだろうか。つまり、元型的想像力の内、感覚の象徴化の機能

に力点をおいて遂行されるのが自然魔術であり、知性の形象化に力点を置いて遂行されるのが天使魔術であると言

うことはできないであろうか。

　ディーの天使魔術も例外ではない。たしかに、ケリーのヴィジョンには、決して具体的な映像ばかりでなく、む

しろ抽象的な数や文字が多く登場する。例えば天使によって啓示された「ロガの書」と言われるテキストは、49

× 49 の升目に文字や数字がぎっしりと埋め尽くされた 95 枚の文字盤からなる（図 4）16。天使が文字盤を使って

一文字ずつ指しながら召句を告げる。それをケリーが見て、ディーに伝える。文字が逆の順序で告げられることも

ある。実に骨の折れる作業である。しかもこれらの言葉は「天使語」、通称「エノク語」と呼ばれる独特の言語で

綴られ（図 5）、後で発音の仕方と英語訳が教示される。言語学者のレイコックによれば、エノク語は音韻体系、

統語論、文法ともに一貫した構造をもっている 17。先に触れた「神聖なるテーブル」、「エメトのシジル」、「ラミン」

の表面に描かれている天使の名前も、文字盤を天使の指示に従って様々な方向や順序で辿りながら割り出したもの

である。

　スクライングがトランス状態における行為であるにもかかわらず、その産物がこのような極めて緻密で均整のと

れた規則性を有することに驚きを覚えずにはいられない。夥しい数の文字や数字が延々と登場し、それを一つ一つ

表にまとめ上げ、さらにそれをもとに気が遠くなるほど退屈な、とはいえ繊細な注意力を有する文字の置換を繰り
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返していくディー達の営みは、アブラハム・アブラフィア（1240-1291）の「恍惚のカバラ」におけるツェルフの

技法さながらである。ツェルフというのは、独特の呼吸法と身体動作を行いながら文字を延々と置換することに

よってトランス状態になり、天使と邂逅する瞑想法である 18。もちろんディーは聖書解釈の技法としてのツェルフ

は熟知していたが、それをトランス誘導の方法論として、果たしてどこまで自覚的に捉えていたのであろうか。

おわりに

　「数学的序文」では、諸々の自然的諸学問が数学的に基礎付けられ、体系化されるとともに、それを経験的に検

証すべく、至高技芸という究極的な知の境位が語られ、その方法論の一つとしてスクライング魔術が要請された。

一方『聖刻文字のモナド』では、諸々の自然的諸学問の根底に世界創造の法則を問うエクソテリックな諸原理が置

かれ、それを照明する実在のカバラという方法論が提示された。エソテリックな原理はさしあたり錬金術として遂

行される。しかしディーにとって錬金術は世界創造の原初にまで届くものではなかった。後に行われる天使召喚魔

術こそ、錬金術の果たし得なかった課題を受け継ぐものであり、それは「数学的序文」で語られたスクライングと

いう方法論へと結びついていく 19。

　つまりディーにとってスクライング魔術とは、諸々の数学的学問と矛盾するどころか、むしろそれらの正当性を

検証する役割を果たしているのである。現代の我々からすれば、いくらか奇妙な考え方に映るが、かのノーベル賞

物理学者パウリが、ユングの助けを借りながら、スクライングとまでは行かないにせよ、自分の夢を熱心に分析し

た結果、あの「排他原理」の着想を得たことを考えると、それ程理解不可能なことではない。ディーが至高技芸の

一環として行ったスクライング・セッションは、パウリと同様、「科学概念の創造に使われる元型的イメージ」に

光を当てる試みであったと言えないだろうか 20。

　重要なのは、夢であれ、スクライングで得られたヴィジョンであれ、それらをどのように受け止め、解釈するか

である。ヴィジョンの世界は、知的世界の形象化が起こる象徴世界である。この象徴の持つ豊かな多義性を無視し

て一義的に解釈し、それをドグマとして立ててしまうのはあまりに楽天的かつ素朴である。むしろスクライング

は、既成の枠組みを一旦多義的な象徴世界へと解体し、様々な解釈の可能性を開くと同時に、意味が原初的に立ち

現われる場面へと我々をいざなってくれる、極めて有効なツールと言えよう。
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発生的現象学における自然数の考察とその構成（2） 
─自然主義的な学問の根源についての試論─

武藤　伸司

０．はじめに 1

　本稿は、「発生的現象学における自然数の考察とその構成（1）」に続く論考である。前論考では、「「数」とは何

であり、どのようにして構成され、認識されるのか」という問題を、発生的な意識構成のプロセスを通じて考察し

た 2。そこで我々は、「数える」という意識作用において含蓄的に働いている時間意識の能作と、それに伴って、

数える対象（内容）を構成する受動的綜合について確認した。そしてまた、自然数の連続の証明に用いられる数学

的帰納法という思考がそもそも可能となるには、時間意識の能作、特に未来予持と、それによって開かれる未来地

平が関係しているということを考察した。

　しかしながら、前論考では考察しなければならない問題が残っていた。それは、「1」と「0」という、数学にお

いて基本となる数が、如何にして意識構成されるのか、という問題である。自然数の開始点である「1」、そして自

然数とは異なる存在としての「0」という、数学の体系に必要不可欠なこれらの数は、如何にして意識の対象とな

るのか。またその他にも、連続的な自然数を定義するための数学的帰納法という公理が、未来予持的な意識構成を

基盤にして可能になるとすれば、そうした「数え上げられ得る」という意味での無際限な無限と、基数において捉

えられる実数の無限（実無限）の区別を、どのようにして意識は定立するのか、ということも問題として残ってい

る。

　以上のように、残された問題を解明すべく、我々はこの論考の歩みを進めたいのだが、その前にまず、考察すべ

き要点がある。それは、知覚とは異なる理念的な数という対象性をどのようにして意識が獲得するのか、という問

題である。つまり、現象学の重要な方法論の一つである本質直観の問題である。我々は、本稿において、この点を

重点的に考察したい。

　したがって、本稿は、以下のことを考察する。まず、１．前論考において考察した受動的綜合における集合的な

結合の議論を再確認する。そして、２．数という理念的な対象を本質直観するプロセスを考察する。本稿の主題は

差し当たりここまでであり、上で述べた「1」と「0」という数の対象化を、志向性の充実と空虚という事態から考

察すること、無際限としての無限と、実無限についての現象学的な解明を試ることは、今回は課題として残ったま

まとなる。しかし、本稿で確認する本質直観のプロセスの議論は、「1 と 0 という数の発生プロセス」を呈示する

可能性を指摘する重要な準備となる。それによって、前回と今回の論考を通じて、自然主義的な思考の前提である

「数」という道具立ては、我々の生活世界を基盤として発生してきたものであるということが、さらに明確になる

と考えられ得る。そうなれば当然、自然科学に対する我々の通念は、根本から変更を迫られ、科学技術自体の通念

を再考する必要性も促すことになるだろう。

１．集合的な結合の受動的綜合から数の本質直観へ

　フッサールは、集合や基数という概念が数学の正当な対象であり、かつ、それらの対象性が意識において如何に

して構成されるのかを考察している。その構成は、「集合的な結合」という心的な作用によって産出されると、

論文
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フッサールは『算術の哲学』（以下、『算哲』と略記する）で述べている（vgl. XVII, S. 90f.）。そこで前論考におい

て我々は、この集合的な結合に対してさらに考察を加えた。それによって我々は、意識が集合の要素となる個々の

対象を構成すると同時に、それらを全体の集合へと結合するように構成しているということを指摘した。そのこと

から我々は、そうした構成が含蓄的に作動している受動的な内的時間意識の諸能作によって成されており、また同

時に、要素の集合を連合によってノエマ的なものとして先構成する受動的綜合が生じていることを確認した 3。ま

たその他にも我々は、自然数を定義するペアノの公理について、その中でも重要な公理の一つである数学的帰納法

が、そもそも連続という意識を可能にする未来予持ないし未来地平に関係しているという点も考察した 4。した

がって、集合的な結合とは、それが意識の原初的な場面において構成されているということから、序数的に「数え

る」という能動的な作用に先立って構成されており、また、抽象的かつ理念的な基数という数学的に規定された数

多性を基づけていると主張し得るのである。こうして、集合の要素が基数として序数より根本的であると数学にお

いて考えられ得るのは、実数の連続性（濃度）に関する理論的な説明によるものだけではなく、意識の本来的な構

成能作にも由来していると考えられ得るだろう。

　以上のように、自我による能動的な高次の理論構築（推論や証明などの論理的な思考）や、数学や論理学などの

理念的な対象は、意識の構造上、受動的綜合や時間意識の能作に下支えされていると、現象学的な分析において明

確に呈示される。しかしながら、そうした数の理念的な対象性の獲得という事態が如何にして成されるのか、とい

う点は、前論考において述べられていなかった。フッサールが『イデーン I』において注意しているように、「数」

ということの本質ないし理念は、その都度の意識に現出する数の表象とは異なる対象性を持っている（vgl. HuaIII, 

§22）。このフッサールの注意に即して、我々は、数がまさに理念というレベルの対象であることを捉える意識の

働きを明らかにする必要がある。そこで確認されねばならないことが、まさに理念を看取するところの働きである

本質直観なのである。我々は、この本質直観の内実を考察し、理念的な数を直観するプロセスを呈示することで、

次の議論への準備とする。

２．本質直観のプロセス

　a）本質直観について
　周知の通り、フッサールは、「学問」の本質的な特性について、経験に由来する蓋然的な因果法則を立てる「事

実学」（vgl. HuaIII, §2）と、その事実学における諸対象の本質を直観し、それらの必然的な連関を見出す「本質

学」（vgl. HuaIII, §7）を区別する。当然ながら、数学や論理学は後者に属する（ebd.）5。しかしながら、本質や

理念は、如何にして意識に与えられるのか。一般的にそれらは普遍的なものとして理解されるが、しかしそうした

経験から離れた純粋な、形相的な本質というものは、志向的な体験において構成された対象とどのように関係する

のか。例えば、本質や理念というものは、経験を抽象化すること 6 によって一般性なり普遍性なりを獲得するのだ

としてみよう。だが、経験が本質を獲得することの契機になるとするならば、その経験の事実性や偶然性がその本

質の中に含みこまれてしまい、その時点で、本質や理念は蓋然的なものに留まり、それがイデアや形相といった、

アプリオリな特質を持つとは理解されなくなってしまうのではないか。このように、構成された経験から本質の直

観へ、という、いわゆる「木から鉄を作る」かのような事態を、我々はどのように理解すればよいのか。

　以上のような問題について、フッサールによる本質直観の分析を確認しよう。フッサールは、『経験と判断』に

おいて、「I. 変更の多様性を産出しつつ通覧すること、II. 絶え間ない合致において統一的に結合すること、III. 差

異に抗して合同になりつつあるものをはっきりと見遣りながら（herausschauende）能動的に同一化すること」

（EU, S. 419）という三つの段階を、本質直観を得るプロセスとして述べている。またこのことについて、フッサー

ルは、『イデーン I』においてもすでに、一般的な本質が「個的な音から（個別に、あるいはほかの音との比較を

通じて「共通のもの」として）はっきりと眺めやることのできる（herauszuschauende）契機として純粋に理解さ

れる」（HuaIII, S. 13）と述べている。つまり、意識が本質直観へ至るプロセスとは、１．個的な諸対象を得る、

２．それらの比較、３．共通項の成立、４．その共通項の直観、という流れを持っている。しかしながら、本質直

観を獲得するプロセスの開始点が経験的な対象構成である以上、それらを比較して共通項を抜き出しても（抽象）、
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結局は上で述べたような疑問を回避できないように思える。そこで、このプロセスには、本質直観へ至るために事

実性や偶然性を遮断する方法が必要となる。このことに関して、我々は、１．から２．へ、そして２．から３．へ

の移行の「仕方」に注目する。以下において我々は、それらの移行の仕方の特徴を、『経験と判断』で示された三

段階のプロセスから考察する。

　b）個体の対象構成から比較対照へ─自由変更について
　順を追って、１．「個体の対象構成」から２．「比較」への移行から考察しよう。フッサールに即して言えば、個

的な諸対象を得てそれらを比較する際に、三段階の内の一段階目にある「変更の多様性を産出する」ということが

求められる。このことは、「経験された、あるいは想像された対象性を、指導的な「範例（Vorbildes）」の性格、

諸変項（Varianten）の無限に開かれた多様性の産出にとっての出発点という性格を同時に保持しているといった、

任意の例へと転換すること、つまり、変更
0 0

（Variation）に依拠している」（EU, S. 410f.）と、フッサールは述べる。

これはつまり、我々がある経験的な対象を範例と看做して、それを基に、想像における変形といった、様々な変更

を任意に行うということである。フッサールは、この範例の任意の変更によって、想像的な対象が「事実的な現実

性」（EU, S. 423）、「事実的な現存在」（EU, S. 425）とは無関係になり、偶然性の性格から解放されると考えてい

る（vgl. EU, §89）。では、なぜ任意性と、その際の想像による多様な変更が、出発点である経験的、事実的な対

象を形相的な本質へと導く契機になり得るのか。

　まず、一つ目の要件に、「想像」の作用が挙げられる。フッサールは、「想像には終わりがなく、新たに規定する

ことという意味での自由な整形（Ausgestaltung）に開かれたままになっている」（EU, S. 202f.）と述べている 7。

つまり、想像の働きが範例のバリエーションを自由に立てることによって、範例を「可能的なもの」にする、すな

わち可能性を開くことになる。そして二つ目の要件が想像的な変更における「任意性」である。これについてフッ

サールは、「あらゆる変更の多様性には、「任意に以下同様（und so weiter nach Belieben）」という顕著な、そし

て極めて重要な意識が本質的に属している。それを通じてこそ、我々が「無限に開かれた」多様性と呼ぶところの

ものが与えられる」（EU, S. 413）と述べている。つまり、一つ目の要件である想像の働きから、我々は、自由な

可能性に開かれたまま、範例の様々な変項を産出し、そしてそれらを、二つ目の要件である任意性によって、これ

もまた自由に、思う通りに幾つも産出するのである。すると、そのように幾つも産出された様々な変項の間に、内

容的な類似性や差異性が生じることになる。これらの内容的な類似と差異から比較が可能となる。これについて

フッサールは、そもそも一般的なものが意識されることの基礎に、同等なもの（das Gleich）同士の連合的な綜合

があると述べている（vgl. EU, §81）。特に、「我々が模範と名づけた主導を与える出発点の例から、常に新たな模

造（Nachbildes）への移行が、前もって横たわっている ･･･ 模造から模造へ、類似のものから類似のものへの移行

の際に、個々の任意のものは全て、それらが出現することの連続の中で重層的な合致へと至り、そして、純粋に受

動的に、綜合的な統一へ進む ･･･ すなわち、同一のものは同一のものとして受動的に先構成され、そして形相の看

取は、そのように先構成されたものの能動的に見つつある把促に基づく」（EU, S. 413f.）ということから、受動的

綜合に即して先構成的に比較が生じていると述べていることに注目する必要がある 8。こうした類似性や類縁性の

連合と差異性の抗争による比較対照の中で、やがて諸変項が「任意に以下同様」というかたちで意識されるように

なる。

　この任意に以下同様と言うことについて、注意すべき点がある。それは、「形相が、自由で任意にどこまでも産

出可能な、合致（Deckung）へと至りつつある変項の多様性に関係づけられているということ、開かれた無際限

性に関係づけられているということ、これらのことは、無限性へと現実に進行していくことが必要であろうという

こと、全ての変更の実際の産出が必要であろうということを意味しない ･･･ むしろ、変項形成のプロセスとしての

変更それ自体が、任意性の形態を持つこと、変更の任意の継続的な形成（Fortbildung）という意識において、プ

ロセスが遂行されるということが重要である」（EU, S. 412f.）ということである。ここでフッサールが述べている

ように、本質を見出すために遂行される自由変更の任意性は、全ての可能な変項を必要としているのではないので

ある。以上のような意識の構成プロセスによって、我々は新たな変項の追加は幾つも遂行できるのだが、我々の実

際の体験において、可能な変項を無限に遂行し尽くすことは不可能である。しかし、「任意に以下同様」という継
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続の見通しは、未来予持という不充実な志向によって形成される未来地平に関係していると考えられる 9。自由変

更を繰り返すことによって、その働きと内容の傾向性が未来地平として形成されれば、不充実で未規定的ではある

が、しかしそれがまさに可能性として意識され、全てを完全に枚挙する必要はなくなると考えられ得るのである。

以上のことから、多様な変更とは、経験的な対象を想像の働きと任意性によって、無限に開かれた「純粋な可能

性」（EU, S. 426）を持つ想像的な対象へと変転することであると理解される。当初の経験的な対象が想像の中で

純粋な可能性を持つことは、出発点とした個的な対象から事実性や偶然性を欠落させることになる（それゆえ、本

質直観へ至るための自由変更という手続きは、想像的な対象から始めても構わないのである（vgl. HuaIII, 

§4））10。こうした一段階目の方法によって、本質それ自体を得るための入り口が開かれることになる。

　c）比較対照から共通項の成立という事態へ─理念化について
　次に、２．「比較」から３．「共通項の成立」への移行を考察する。一段階目の「変更の多様性を産出する」こと

によって、すでに二段階目の「絶え間ない合致において統一的に結合すること」、すなわち「共通項の成立」への

足掛かりが準備されている。以上のような想像による任意の、自由な変更によって、経験や事実から離れ、次々に

新たな類似する像を無限に獲得し得るということが確認されたが、例えば、様々な模様の猫、様々な色の犬など、

そうした様々な変更を想像の中で行うことで、変更を被らないもの、あるいはその点を変更してしまうと、もはや

類似性を維持できない、何らかの共通項が見出されるようになる。これについてフッサールは、「この模造の多様

性をある統一が貫いていること、ある原像（Urbild）の、例えば事物の、そういった自由変更の際に、必然性の中

で、ある不変項が必然的な一般形式として保持されたままであること、それらのこと無しには、その事物がその不

変項の種（Art）の例となるというようなことは、そもそも考えられ得ないであろうということが、明らかになる」

（EU, S. 411）と指摘する。つまり、ある何らかの原像ないし範例に対して自由変更を重ねれば重ねるほど、どの

ように展開していってもその限界を指示するような、その都度の変項の差異とは無関係な内容として、不変の項が

逆に浮かび上がってくるのである 11。したがって、ここで際立ってくる共通項は、変更の限界、すなわち諸々の想

像が不変の項へと収斂した結果であると考えられ得る。フッサールは、この不変項こそが「一般本質（ein allmei-

nes Wesen）」（ebd.）であり、形相ないしイデアであると考えるのである。

　このことには、まさに時間意識の能作が関わっている。フッサールは、「当然ながら、多様性がそれそのものと

して、数多性として意識されて、そして手放されないでいるということを、前提として必要とする。そうでなけれ

ば、我々は、共通する一者として存在する形相を、イデア的に同一のものとして得ることはない」（EU, S. 414）

と述べている。ある範例を任意に新たな形へと想像的に仮構する自由変更を次々と行う際に、そうした変項が「手

放されないでいる」という前提がなければ、すなわち意識において掴まれて持続していなければ、次々に生じるも

のを重ね合わせることはできない。この重ね合わせという合致のためには、それ以前のものの過去把持が必須なの

である。したがって、フッサールは、「我々がより以前の仮構物を開かれたプロセスにおける多様性として掴みつ

つ、合同であることや純粋に同一のものであると見やる場合にだけ、形相を獲得するのである」（ebd.）と主張す

るのである。

　以上のように、二段階目における絶え間ない合致による統一的な結合とは、一段階目の変更の成果を、時間意識

の能作と共に、形相的な一般本質と看做し得る共通項を浮かび上がらせることであると考えられ得る。したがっ

て、一段階目において無限に拡張された可能性は、類似性における連合的な綜合と時間意識によって、共通項とい

う不変の、合同のもの、すなわちイデアないし形相として、ある一つの必然的な本質へと収斂していくのである。

フッサールは、「我々は、こうした形態変化に富む精神活動性（diese vielgestaltige Geistestätigkeit）を理念視な

いしは理念化とも呼ぶ」（HauIX, S. 76）と述べている。つまり、自由変更による変項の拡張と収斂のプロセスは、

まさに範例の理念化と言い得るのである。

　d）共通項の成立から形相的な対象性の認識へ─同一化について
　またさらに、フッサールは、「この多様性に（または、実際に直観へと進む変項と共に自ずと構成されつつある

開かれた変更のプロセスという土台に）、形相としての一般的なものという本来的な看取は、高次の階層として組
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み上げられている」（EU, S. 413）と述べている。この高次の階層が、三段階目における「能動的な同一化」であ

り、この作用によって最終的に共通項が形相ないし本質として直観されることになる。

　では、同一化とはいかなる作用であるのか。フッサールは、「しかし我々が真の自体（Selbst）や決定的に証明

される表象について語るとき、再想起を通じて瞬間的な意識を超えていき、その再想起の中でその同じ表象へと繰

り返し立ち戻り、そしてその表象と同じく思念された対象に立ち戻る。そして他方では、その再想起において我々

は、同一的で抹消不可能なものとして証明しつつある自体を繰り返し確認し得る」（HuaXI, S. 110）と述べている。

また、「確かに、自体所与はある自体を根源的に構成しているのだが、しかしそれは、可能的な再想起の多様性に

よってのみ、自体なのであり、自我にとっての同一的なもの、または同一化可能なものなのである」（HuaXI, S. 

203）とも述べている。つまり、同一性を確証し得るために再想起の繰り返しを必要とするということである。む

しろこのことは、貫が言うように、「作用を反復できるがゆえに
0 0 0

、対象は同一者として成立する」12 ということで

ある。再想起という準現在化が含蓄的な過去把持や未来予持に基づけられていることは言うまでもないことだが

（過去把持と未来予持の相互的な移行のプロセスがあるからこそ、そもそも「繰り返す」と言うことが可能になる）、

しかしその基底層における受動的綜合で先構成されている与件は、同等のものであっても同一のものではない

（vgl. HuaXI）。感性的に、あるいは射映として与えられる体験は、その都度様相を変えることから、感性的な所与

自体に同一性を求めることはできない。それは、類似や類縁といった同等性に留まる。確固とした同一性を持つ対

象を顕在化させるには、そうした体験に即した同等性を（まさに超越的な対象として）超えて行く必要がある。つ

まり、広い意味で理念や形相と言った知覚的な対象とは異なる「対象性」を顕在化させるには、自我がその都度、

先構成された与件を対象として措定し、それを確証ないし証明するという高次の思考を通り抜けることが必要なの

である。そうすることで、自由変更によって浮かび上がった共通項が、「理念的に同一の対象性」を持つ本質とし

て、直観にもたらされるのである。

　したがって、ここでの直観は、知覚的な対象ではないと述べた通り、感性的な経験ではない。個物のもとにある

個々の赤を直観するように、一般的な赤を直観するわけではないのである（vgl. EU. §88）。自由変更の作用を通

り抜けている限りで、一般的な赤は、経験的な赤とは異なる対象性をすでに有しており、このことは数においても

同様である。知覚的な対象として個々の対象を数え上げることと、その数え上げられた対象を集合的に数へもたら

すことは、こうした本質直観のプロセスによるものであると、理解し得るのである。

　以上のようにして、本質直観は、意識の基本的な構造、すなわち受動的綜合を前提とした能動的な諸作用によっ

て成立するということが示された。経験的な対象を想像作用によって自由変更し、類似性に即した比較対照によっ

て共通項を際立たせ、再想起によって能動的に同一化する。こうした本質直観のプロセスに即して、つまり、自由

変更という理念化のプロセスによって、我々はその形相的な存在を獲得し、また数という認識においても、理念的

な対象性として直観するのである（vgl. HuaIX, §9, c）。

３．おわりに

　以上のようにして、数という理念的な存在は、本質直観へのプロセスと、その行為を下支えする含蓄的な時間意

識能作と受動的綜合によって構成されていると言い得るのである。しかしながら、これで自然数に関する諸要件の

全てを考察したわけではない。最初に述べたように（また前論考で述べたように）、1 と 0 という数学において前

提的な数が如何にして意識構成されるのかについての考察が為されていない。我々はこの考察を、志向性の充実と

不充実の関係に即して、根源的な発生の場面を捉えることを試み、数学に対する発生的現象学の考察を深めていき

たいのだが、この点は、またさらに今後の課題となる。
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、筆者による強調を強調
4 4

とする。また、引用文に無い語句を補足する場
合、〔〕内に示す。そして『経験と判断』を EU. と表記する。

２ 拙論、武藤伸司 a「発生的現象学における自然数の考察とその構成（1）─自然主義の基礎づけに関する現象学的な方法の
一つとして─」東洋大学国際哲学研究センター編『国際哲学研究』第 4 号、2015 年、pp. 121- 130 参照。

３ 拙論［武藤 a（2015）］、pp. 121- 124 参照。
４ つまり、現象学的な意識分析において、受動的綜合における先構成が自我を触発し、それを基にして能動的綜合による対象

構成へと至るというプロセスの本質規則性からすれば、そもそも、「数」という理念的な対象の直観も、内的時間意識や受
動的綜合が前提になっていると、考えられ得るのである。この点について、拙論［武藤 a（2015）］、pp. 124- 127 参照。

５ また、『論理学研究』（以下、『論研』と略記する）第 1 巻第 72 節（HuaXVIII, §72）も参照のこと。経験的な事実学の処理
方法としての数学や論理学は「イデア的な規範」（HuaXVIII, S. 258）を持つ。経験的な諸科学の蓋然的な認識自体のイデア
的な要素と諸法則に関わる限りで、純粋数学ないし純粋論理学は本質学の範疇である。

６ フッサールは『論研』において、「二つの誤解が普遍的な対象の教義の発展を支配してきた。一つ目は、普遍的なものの形
0

而上学的な実体化
0 0 0 0 0 0 0 0

、〔すなわち〕スペチエスの実在的な実存を思考の外に
0 0

想定すること〔である〕。二つ目は、普遍的なもの
の心理学的な実体化

0 0 0 0 0 0 0 0

、〔すなわち〕スペチエスの実在的な実存を思考の中に
0 0

想定すること〔である〕」（HuaXIX/1, S. 127）
と述べている。つまり、前者がプラトン的な実念論であり、後者がロック以降のイギリス経験論的な、近代の抽象理論であ
る。本文の例では、後者の抽象理論の方を呈示している。フッサールは、両者ともに普遍的なものを実在と見做していると
いう点が誤解（前者が事物とイデアとを分離してその実在を意識の外に認め、後者が経験的な実在の一般観念に回収して意
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識の内にしか認めないこと）であると指摘して、それを「思考された対象」という、志向性の相関者と捉える。フッサール
にとっての抽象とは、対象から実在的な内容を捨象することであり、純粋形式へと至ることである。我々は、志向性理論に
おける実在措定という対象構成の観点から、「理念化的な抽象」を理解せねばならないのである。

７ フッサールは、さらに関連するところで、『像意識の現象学』において、「空想には、空想されたものに関連した現実性の意
識が欠けている」（HuaXXIII, S. 4）と、述べている。想像のこうした反事実性とも言える性格が、かえって実在的な措定に
おける拘束を解くと考えられる。この点について、松田は、「ファンタジーに含まれる反事実性は本質直観の重要な契機で
ある自由変更にも見出せる」（松田毅「フッサールのファンタジー─現象学的還元の現象学の試み─」『哲学』第 36 号所収、
日本哲学会編、1986 年、p. 191 参照）と述べている。

８ このことについて、拙論では、未来予持の能作と関係づけて、「受動的な構成の次元における未来予持の能作が、類似のも
のから類似のものへという連合の能作と一緒になって、先構成的な移行プロセスを構成し、そこで同時に未来予持的な傾向
として開かれる未来地平が、自由変更の土台として、前もって用意される」と考察した（武藤伸司 b「現象学と自然科学の
相補関係に関する一考察（1）」『「エコ・フィロソフィ」研究』第 9 号、東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシア
ティブ編、2015 年、p. 244 参照）。

９ この点について、本文の注 8 と、拙論［武藤 b（2015）］、pp. 243-244 を参照のこと。
10 フッサールは、『形式的論理学と超越論的論理学』において、「変更は、経験的な変更

0 0 0 0 0 0

としてではなく、純粋な想像の自由
と、任意性の─「純粋に」一般的なものの─純粋な意識において遂行される変更として理解されねばならない」（HuaXVII, 
S. 255）とも述べている。

11 この点について、『受動的綜合の分析』における「第三部 連合」の第一章から第三章までを参照のこと。受動的綜合におけ
る連合と触発の議論において、比較対照のための意識の能作が分析されている。特に、与件の同等性、同質性、類縁性から
同一性が対象構成されるという発生的な構成のプロセスは、本論考の基調を成している考え方である。

12 貫成人『経験の構造 フッサール現象学の新しい全体像』勁草書房、2003 年、13 頁参照。
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インド思想における世界構成原理と身心論 
─「ナーラーヤニーヤ章」第 326 章および第 327 章を中心として─

三澤　祐嗣

１　はじめに

　インドの 2 大叙事詩の一つである『マハーバーラタ』（Mahābhārata、略号：MBh）1 は、主軸の物語とは別に

数々の挿話がなされ、特に 12 巻中の「モークシャダルマ篇」（Mokṣadharma-Parvan、MBh 第 12 巻第 175-339 章）

においては哲学説がまとまって説かれている。中でもサーンキヤと呼ばれる思想は多くの箇所で説かれ、かなりの

影響力があったことが窺い知れる。サーンキヤ思想はヒンドゥー教宇宙論の構築にあたって多大な寄与をなした思

想であり、六派哲学というインドの伝統的学問体系の一つに数えられる。この思想は、世界を一定数の原理に分類

し、すべての物質原理は根本原質（プラクリティ）から展開（開展）したものにすぎず、それとは別に精神原理

（プルシャ）を立て、これらの 2 つの原理を根本に据えるため二元論と呼ばれる。だが実際にはその両者は不可分

の関係を持ち、両者が合わさることにより世界が展開することから、純粋な二元論とは言い難い。むしろこの思想

のヒンドゥー教宇宙論に与えた決定的な影響は、身体を宇宙論に結びつけ、自己のこころのあり方の下に物質世界

の創造を置いたことである。そのため、彼らの理論は、最高神からの複雑な展開を見せるヒンドゥー教において、

現象世界の成り立ちの説明原理として取り入れられ、精神原理と根本原質はそのまま男性神とそのパートナーであ

る女性神の関係に置き換えられている。

　ヒンドゥー教諸派の中で、サーンキヤ説など様々な説を融合させ、壮大な宇宙論を築いたのがパーンチャラート

ラ派である。彼らはヴィシュヌ派の伝統の中で最も早期に成立したものの一つであり、その思想が「モークシャダ

ルマ篇」の中に見られるが、それは「ナーラーヤニーヤ章」（Nārāyaṇīya-Parvan、MBh 第 12 巻第 321-339 章）と呼

ばれる。サーンキヤ思想はパーンチャラートラ派の宇宙論の形成に関して多大なる影響を与えたものであり、「ナー

ラーヤニーヤ章」において、特に関係が深いものとして言及されている。ただし、この「ナーラーヤニーヤ章」を

始め MBh で見られるサーンキヤ説は体系化された理論とは異なり、様々な異説が見られることに注意しなければ

ならない。体系化以前の異説は様々な文献に散見しているが、MBh を中心に説かれた説はエピック・サーンキヤ

と呼ばれ、体系化されたものとはまた違った形で後代に影響を与えている。一方、体系化されたサーンキヤ説は古

典サーンキヤと呼ばれ、学派の中心的な思想を為すものである。

　この「ナーラーヤニーヤ章」はパーンチャラートラ派の初期形態を説くものとして注目されてきたが、サーンキ

ヤ説の観点からの検証は不十分に思われる。そこで、本論文では、「モークシャダルマ篇」第 326 章と第 327 章に

おいて、創造説について説かれた箇所に着目し、他のエピック・サーンキヤ説との比較を通じ、その内容を明らか

にしたい 2。

２　第 327 章における 8つの原理

　第 327 章において、まず、最初の原理として、至高のアートマン（paramātman）が言及される。

	 paramātmeti	yaṃ	prāhuḥ	sāṃkhyayogavido	janāḥ	/

論文



150 インド思想における世界構成原理と身心論─「ナーラーヤニーヤ章」第 326 章および第 327 章を中心として─ 

	 mahāpuruṣasamjñām	sa	labhate	svena	karmaṇā	//	MBh	12.327.24

	 サーンキヤ・ヨーガを知る人々は、それ（カルパの始めにおいて展開したもの）を至高のアートマンと言っ

た。それは、大なるプルシャ（mahāpuruṣa）という名を、自己の行為によって、獲得している。

このように至高のアートマンは、大なるプルシャ（mahāpuruṣa）とも呼ばれる。そして、それから展開するものは

次の通りに説かれる。

	 tasmāt	prasūtam	avyaktaṃ	pradhānaṃ	tad	vidur	budhāḥ	/

	 avyaktād	vyaktam	utpannaṃ	lokasṛṣṭyartham	īśvarāt	//	MBh	12.327.25

	 それから生じた未顕現（avyakta）を覚者達はかのプラダーナ（根本原理、第一のもの）と知る。世界創造の

ために、主宰神（īśvara）である未顕現（avyakta）3 から顕現（vyakta）が生起した。

すなわち、至高のアートマンから、未顕現（avyakta）が展開する。そして、その未顕現から顕現（vyakta）が生

じるのである。未顕現は、すなわち未だ顕れていない状態であり、そしてプラダーナ（第一のもの）と呼ばれるこ

とから、物質的な根源であることが想定される。また、未顕現は主宰神（īśvara）とも呼ばれる。

　さて、顕現とは何か、次のように説かれる。

	 aniruddho	hi	lokeṣu	mahān	ātmeti	kathyate	/

	 yo	’sau	vyaktatvam	āpanno	nirmame	ca	pitāmaham	/

	 so	’haṃkāra	iti	proktaḥ	sarvatejomayo	hi	saḥ	//	MBh	12.327.26

	 実に、〔それは〕世界において、アニルッダ、大なるアートマン（mahān	ātmā、マハットというアートマン）

と言われる。そして、この顕現性（vyaktatva）を獲得したもの（アニルッダ）は、祖父を作り出した。それが、

アハンカーラであると言われる。実に、それは、あらゆる光からなるもの（sarvatejomaya）である。

このように顕現は大なるアートマンと呼ばれる。そして、アニルッダという神格と同一視されている。アートマン

とは自己の究極的な主体を示す言葉であるが、24 偈で説かれた至高のアートマンは、未顕現を生み出すこと、そ

して、大なるプルシャと呼ばれることから、最高原理あるいは最高神を示すと考えられる。一方、ここで説かれる

大なるアートマンは、「大なる」（マハット）という名称から、至高のアートマンとは区別され、個々人の主体とし

て想定されていると考えられる。

　そして、この大なるアートマンからは、アハンカーラが出現する。アハンカーラは、自我意識とも訳されるよう

に、知覚した対象などを自己に結びつける器官であり、こころの作用の一つである 4。さらに、祖父（pitāmaha）

とも同一視されている。

　アハンカーラからの展開は次の通りである。

	 pṛthivī	vāyur	ākāśam	āpo	jyotiś	ca	pañcamam	/

	 ahaṃkāraprasūtāni	mahābhūtāni	bhārata	//	MBh	12.327.27

	 地（pṛthivī）、風（vāyu）、虚空（ākāśa）、水（āpas）、〔粗大元素の〕5 番目としての火（jyotis）5、〔これらの〕

粗大元素は、アハンカーラから生み出されたものである、バラタ族の者よ。

アハンカーラからは、地（pṛthivī）、風（vāyu）、虚空（ākāśa）、水（āpas）、火（jyotis）という 5 粗大元素が生み出

される。この粗大元素が実際の物質を形作るもとになるものである。

　以上のように、至高のアートマン→未顕現→大なるアートマン→アハンカーラ→ 5 粗大元素という展開のパター

ンが考えられる。至高のアートマンは、最高原理あるいは最高神を示すことから、古典サーンキヤのような個々人

の究極的主体としてのプルシャというより、ヴェーダ聖典に見られる原人プルシャとしてのイメージを彷彿とさせ
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る。さらに、古典サーンキヤでは精神原理としてのプルシャから直接に物質が生み出されることはないが、ここで

の原理展開はプルシャから未顕現が生まれることが明示され、一元論的な傾向にあると考えられる。そして、それ

以外の 8 つの原理（未顕現、大なるアートマン、アハンカーラ、5 粗大元素）が、実際に物質世界を構成し、生み

出すものとして考えられているのであろう。この 8 つの原理が物質的な根源として想定されいる説は随所に見られ

る 6。それらの説では、8 種の根本原因（プラクリティ）とそこから展開したと想定される 16 種の変異（ヴィカー

ラ）が説かれている。おそらく、当時流布していた説を取り込んだものと考えられる。

３　第 327 章における原理と神格・聖仙の対応

　上述した原理展開において、3 つの原理には、それぞれ神格が対応していることが見いだせる。すなわち、未顕

現（avyakta）には主宰神（īśvara）が、大なるアートマンにはアニルッダが、アハンカーラには祖父（pitāmaha）

が対応している。この祖父はブラフマーのことである。それは次の偈から明らかである。

	 vedān	vedāṅgasamyuktān	yajñān	yajñāṅgasamyutān	/

	 nirmame	lokasiddhyartham	brahmā	lokapitāmahaḥ	/	MBh	12.327.30a-d

	 諸々のヴェーダ補助学を含むヴェーダと、諸々のヤジュニャ補助学を含むヤジュニャを、世界の祖父であるブ

ラフマーは、世界の完成のために創造した。

　また、大なるアートマンに対応するアニルッダはヴューハ神の一柱である。ヴァースデーヴァ、サンカルシャ

ナ、アニルッダ、プラディユムナから成る、パーンチャラートラ派に特徴的なこの創造説は、すでに MBh におい

ても言及される 7。しかし、この第 327 章の説では、他の 3 神は見いだせず、アニルッダのみが言及されている。

　このように、未顕現だけでなく、自己の主体やこころの器官に相当するものに神格が対応しているあたり、神話

が入り交じった創造説の表れであると考えられる。特に、アハンカーラは後代では誤謬を生み出す原因とも考えら

れるようになり、ここではそのようなマイナスイメージがないことは、神格と対応させていることから窺い知れる

だろう。

　この章では、8 種の根本原因と 16 種の変異の説に類似した原理展開が想定されるが、16 種の変異は見いだせな

い。5 粗大元素の展開以降は、不明な点が多い。まず、次のように説かれる。

	 mahābhūtāni	sṛṣṭvātha	tadguṇān	nirmame	punaḥ	/

	 bhūtebhyaś	caiva	niṣpannā	mūrtimanto	’ṣṭa	tāñ	śṛṇu	//	MBh	12.327.28

	 〔アハンカーラは〕諸々の粗大元素を創造し、次に、それぞれのグナを作り出した。そしてまさに、諸々の存

在物（bhūta）のために（から？）、8 つの物質形態を持つものが生じた。それらをあなたは聞け。

粗大元素の創造の後に、アハンカーラからそれぞれグナ（属性、性質）が創造される。このグナとはおそらく 5 つ

の知覚器官の対象（香り、接触、音声、味、色）と考えられる 8。アハンカーラから 5 つの知覚器官の対象が生ま

れる説は MBh	12.291 に見られる 9。

　そして、次に 8 つの物質形態について述べられる。8 つの物質形態が如何なるものかは、次の偈に示される。

	 marīcir	aṅgirāś	cātriḥ	pulastyaḥ	pulahaḥ	kratuḥ	/

	 vasiṣṭhaś	ca	mahātmā	vai	manuḥ	svāyambhuvas	tathā	/

	 jñeyāḥ	prakṛtayo	’ṣṭau	tā	yāsu	lokāḥ	pratiṣṭhitāḥ	//	MBh	12.327.29

	 実に、〔その 8 とは〕マリーチ、アンギラス、アトリ、プラスティヤ、プラハ、クラトゥ、そして偉大なる魂

を持つものであるヴァスィシュタ、さらにマヌ・スヴァーヤンブヴァである。それらが、そこにおいて世界が

安定しているところの 8 つのプラクリティであると知るべきである。
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以上のように、8 つの物質形態は 8 つのプラクリティ（根本原因）と呼ばれ、それぞれ、マリーチ、アンギラス、

アトリ、プラスティヤ、プラハ、クラトゥ、ヴァスィシュタ、スヴァーヤンブヴァという、聖仙たちの名が与えら

れている。これらの 8 人の内、スヴァーヤンブヴァを除いた 7 人は、「7 人の聖仙」（saptarṣi）として列挙される者

たちであり、ブラフマーの精神的息子とされる 10。スヴァーヤンブヴァはブラフマーの息子（あるいは精神的な息

子）とされ、マヌたちの最初の者（第一のマヌ）とされる 11。同章の 61 偈では、7 人の聖仙について説かれてお

り 12、『マヌ法典』13 では聖仙たちが創造説に関与して、10 人が列挙される 14。8 人の聖仙がプラクリティと同定

されている説は「ナーラーヤニーヤ章」の第 322 章に見られる 15。

　8 つの物質形態（8 人の聖仙）は何から生まれるのか。“bhūtebhyaḥ” を「存在物（bhūta）から」と考えれば、5

粗大元素から 8 つの物質形態が生じると考えることができるであろう。しかし、次のようにも説かれることも考慮

したい。

	 aṣṭābhyaḥ	prakṛtibhyaś	ca	jātaṃ	viśvam	idaṃ	jagat	//	MBh	12.327.30ef

	 そして、8 つのプラクリティから、このあらゆる世界は生まれた。

すなわち、8 プラクリティということから、現象世界を生み出す原理として想定されているのである。そのため、

MBh	12.327.28 での “bhūtebhyaḥ” が、「5 粗大元素から」ではなく、「存在物のために」8 つの物質形態が生まれた

と解することもできる。そうすると、この 8 人の聖仙たちそれぞれに、未顕現、大なるアートマン、アハンカー

ラ、5 粗大元素が対応すると考えることもできる。あるいは、ブラフマーの精神的な息子とされるため、ブラフ

マーと同一視されるアハンカーラから生み出されるとも考えられる。いずれにせよ、これらの記述だけでは、確定

することは困難であろう。

　一方、変異については次のように説かれる。

	 rudro	roṣātmako	jāto	daśānyān	so	’sṛjat	svayam	/

	 ekādaśaite	rudrās	tu	vikārāḥ	puruṣāḥ	smṛtāḥ	//	MBh	12.327.31

	 怒りの性質を持つルドラが生まれ、彼は、自ら他の 10 のものを生んだ。これら 11 のルドラは、変異したプル

シャと言われる。

怒りの性質を持つルドラがどこから生まれるのか明かではないが、このルドラから、10 のルドラが生まれ、合計

11 となったルドラは、変異したプルシャと呼ばれる。8 種の根本原因と 16 種の変異の説において、16 種とは、マ

ナス（思考器官）、5 知覚器官、5 行為器官という 11 のインドリヤ（感覚器官）と、5 つの知覚器官の対象を示し

ている。ここでは、1＋10 ということから、11 のインドリヤ（感覚器官）を示しているのかも知れない。

　そして、次のように説かれる。

	 te	rudrāḥ	prakṛtiś	caiva	sarve	caiva	surarṣayaḥ	/

	 utpannā	lokasiddhyartham	brahmāṇaṃ	samupasthitāḥ	//	MBh	12.327.32

	 まさにこれらのルドラたちとプラクリティとあらゆる神仙たちは、世界の完成のために生まれたものであり、

ブラフマーに近づいたものである。

11 のルドラたち、プラクリティ、神仙たちが世界を完成させるために生まれたと言うことが説かれる。神仙たち

というのは先に挙げた 8 人のことであろうか。しかし、27 偈では 8 つであったプラクリティが単数で示され、同

定されているはずの聖仙たちとも区別され、判然としない。そして、これら世界を構成するものたちは、ブラフ

マーに近づいたということから、ブラフマーと同じく創造者としての機能を持つものと考えることができる。

　以上のように、サーンキヤの原理展開と類似しながらも、神話的要素が混ざり、より一層複雑な展開を示してい
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る。これらの展開は図表 1 のように考えられる。

8 人の聖仙

5 つの対象
（香り、接触、音声、味、色）

10 のルドラ

怒りの性質を持つルドラ

図表１　MBh 12.327 における原理展開

４　第 326 章における原理展開とヴューハ説

　ヴューハ説（vyūha）とは、「配置」などを意味し、パーンチャラートラ派の創造説の中で最も特徴的なものであ

る。それは、ヴァースデーヴァ、サンカルシャナ、プラディユムナ、アニルッダという 4 柱の神々の顕現である。

　サンカルシャナは別名バラバドラとも呼ばれ、ヴァースデーヴァの兄である。また、プラディユムナとアニルッ

ダはそれぞれヴァースデーヴァの息子と孫である。ヴューハの神格は、上記の 4 名にサーンバを足した、ヴリシュ

ニ族の 5 人の英雄が元になっているとされるが、いつのころからかサーンバは除外され、ヴァースデーヴァを頂点

とするヴューハが形成されたという 16。後代のパーンチャラートラ派の文献で説かれる説では、これらの神が 6 つ

の属性の配分によりそれぞれ顕現する。「知識」（jñāna）と「力」（bala）の組み合わせはサンカルシャナ、「自在力」

（aiśvarya）と「勇猛さ」（vīrya）の組み合わせがプラディユムナ、「潜在力」（śakti）と「光輝」（tejas）の組み合わ

せはアニルッダ、ヴァースデーヴァは 6 つの属性全てを備えるのである。これら 4 神は創造の順序があり、ヴァー

スデーヴァ→サンカルシャナ→プラディユムナ→アニルッダの順で顕現する。

　まず、第 326 章では、25 の原理 17 が想定されていることが次の偈から分かる。

	 dvir	dvādaśebhyas	tattvebhyaḥ	khyāto	yaḥ	pañcaviṃśakaḥ	/

	 puruṣo	niṣkriyaś	caiva	jñānadṛśyaś	ca	kathyate	//	MBh	12.326.23

	 25 番目と呼ばれるものが、24 番目の原理より〔超えて存在する〕。それは、まさにプルシャ、無活動のもので

あり、知によって見ることができると言われる。

	 yaṃ	praviśya	bhavantīha	muktā	vai	dvijasattama	/

	 sa	vāsudevo	vijñeyaḥ	paramātmā	sanātanaḥ	//	MBh	12.326.24
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	 再生族の最上者よ。彼に入ってまさにあなたたちに解脱があるところのその者がヴァースデーヴァであり、至

高のアートマンであり、永遠なるものであると知るべきである。

この 25 番目の原理がヴァースデーヴァである。そして、それはプルシャであり、至高のアートマンとされる。こ

のような最高存在の特徴は次のようにも説かれる。

	 paśya	devasya	māhātmyaṃ	mahimānaṃ	ca	nārada	/

 śubhāśubhaiḥ	karmabhir	yo	na	lipyati	kadācana	//	MBh	12.326.25

	 神の威光と偉大さを見よ。ナーラダよ。善と悪の行為によって、その者はいかなる時も汚されない。

	 sattvaṃ	rajas	tamaś	caiva	guṇān	etān	pracakṣate	/

	 ete	sarvaśarīreṣu	tiṣṭhanti	vicaranti	ca	//	MBh	12.326.26

	 まさにこれらのグナを、サットヴァ、ラジャス、タマスと呼ぶ。それら（グナ）はあらゆる身体において存在

し、活動する。

	 etān	guṇāṃs	tu	kṣetrajño	bhuṅkte	naibhiḥ	sa	bhujyate	/

	 nirguṇo	guṇabhuk	ca	eva	guṇasraṣṭā	guṇādhikaḥ	//	MBh	12.326.27

	 しかし、これら諸々のグナをクシェートラジュニャは享受するが、それはこれらによっては享受されない。ま

さに〔その者〕は、グナがないもの、グナを享受するもの、グナの創造者、グナの超越者である。

このように、グナを越えたものがヴァースデーヴァであり、ここではクシェートラジュニャと呼ばれている 18。そ

れは何によっても汚されず、純粋で清浄であり、グナを享受することから、古典サーンキヤのプルシャのごとく観

照する存在としても示されている 19。

　次にこのような最高存在への帰滅の様子が説かれる。

	 jagatpratiṣṭhā	devarṣe	pṛthivy	apsu	pralīyate	/

	 jyotiṣy	āpas	pralīyante	jyotir	vāyau	pralīyate	//	MBh	12.326.28

	 世界の基盤である地は水に帰滅する。神仙よ。水は火に帰滅し、火は風に帰滅する。

	 khe	vāyuḥ	pralayaṃ	yāti	manasy	ākāśaṃ	eva	ca	/

	 mano	hi	paramaṃ	bhūtaṃ	tad	avyakte	pralīyate	//	MBh	12.326.29

	 風は虚空に帰滅する。そしてまさに虚空はマナスに〔帰滅する〕。実に最高の存在物であるマナスは未顕現に

帰滅する。

	 avyaktaṃ	puruṣe	brahman	niṣkriye	saṃpralīyate	/

	 na	asti	tasmāt	parataraṃ	puruṣād	vai	sanātanāt	//	MBh	12.326.30

	 未顕現は無活動のプルシャに帰滅する。バラモンよ。その永遠なるプルシャより高次なるものは存在しない。

ここでの帰滅のラインは、地→水→火→風→虚空→マナス→未顕現→プルシャ、ということが想定される。ここで

は、アハンカーラやマハット（あるいは大なるアートマン）に相当するものが見られない。また、プルシャと

ヴァースデーヴァは、同一のものと考えられている。23 偈でもすでに説かれており、またこの 30 偈でも、それよ

りも高次のものが存在しないと明言していることからも明らかであろう。そして、そのヴァースデーヴァであるプ

ルシャへと世界が帰滅していくことから、一元論的な創造説を読み取ることができる。

　また、粗大元素については次のようにも説かれる。



155国際哲学研究５号 2016

	 pṛthivī	vāyur	ākāśam	āpo	jyotiś	ca	pañcamam	/

	 te	sametā	mahātmānaḥ	śarīram	iti	saṃjñitam	//	MBh	12.326.32

	 地、風、虚空、水、そして〔粗大元素の〕5 番目としての火がある。それら大なる原理（mahātman）の集合し

たものが、身体と呼ばれる。

原理の展開については、言及されていないが、帰滅の逆をたどるのであれば、虚空→風→火→水→地ということが

想定できるであろう。そしてこの 5 粗大元素が身体を構成するものとして説かれている。

　一方、身体を活動させるものとして、ジーヴァ 20 が説かれる。

	 na	vinā	dhātusaṃghātaṃ	śarīraṃ	bhavati	kvacit	/

	 na	ca	jīvaṃ	vinā	brahman	dhātavaś	ceṣṭayanty	uta	//	MBh	12.326.34

	 どこにおいても、要素（＝粗大元素）の集合なしに、身体は存在しない。バラモンよ。そして、ジーヴァなし

に、諸々の要素は、〔身体を〕活動させることさえできない 21。

粗大元素の集合なしには身体は存在できず、また、ジーヴァなしには身体は活動することができないのである。ま

た、身体には、「見られることのできない、速い足取りのもの」が入るとされる。

	 tad	āviśati	yo	brahmann	adṛśyo	laghuvikramaḥ	/

	 utpanna	eva	bhavati	śarīraṃ	ceṣṭayan	prabhuḥ	//	MBh	12.326.33

	 バラモンよ。見られることのできない、速い足取りのもの 22 が、それ（身体）23 に入ってくる。まさに〔それ

が〕生起したものであり、身体を活動させる力強いものである。

この「見られることのできない、速い足取りのもの」は Ganguli に従えば、ヴァースデーヴァを意味すると考えら

れるかもしれないが、生起したものであり、身体を活動させる力強いものであることから、ジーヴァと考える方が

妥当であろう。それはまた、次のようにも説かれるからである。

	 sa	jīvaḥ	parisaṃkhyātaḥ	śeṣaḥ	samkarṣaṇaḥ	prabhuḥ	/	MBh	12.326.35ab

	 そのジーヴァは、シェーシャ（鞘）、サンカルシャナ、プラブ（力強きもの）が〔異名として〕列挙される。

このように、ジーヴァはサンカルシャナと見なされる。

	 tasmāt	sanatkumāratvaṃ	yo	labheta	svakarmaṇā	//	MBh	12.326.35cd

	 yasmiṃś	ca	sarvabhūtāni	pralayaṃ	yānti	saṃkṣaye	/

	 sa	manaḥ	sarvabhūtānāṃ	pradyumnaḥ	paripaṭhyate	//	MBh	12.326.36

	 それ（ジーヴァ）より自らの行為によってサナトクマーラ性を把握するもの、そして、そこにおいてあらゆる

存在物が消滅のときに還滅にいたるところのもの、それが、あらゆる存在物にとってのマナスであり、プラ

ディユムナと言及される。

後に明言されるが、ジーヴァすなわちサンカルシャナからプラディユムナが生起することが想定されている。そし

て、そのプラディユムナはマナスと同一視されている。さらに、万物が帰滅するところともされる。

　次にアニルッダも登場する。

	 tasmāt	prasūto	yaḥ	kartā	kāryaṃ	kāraṇaṃ	eva	ca	/

	 yasmāt	sarvaṃ	prabhavati	jagatsthāvarajaṅgamam	/
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	 so	’niruddhaḥ	sa	īśāno	vyaktiḥ	sā	sarvakarmasu	//	MBh	12.326.37

	 それより生じた、まさに、作者、結果、原因であるもの、それより世界の動かないものと動くものの全てが生

じるところのもの、それがアニルッダであり、それが支配者であり、それはあらゆる行為おける顕現である。

プラディユムナからアニルッダが現れるのである。そしてそのアニルッダは、すべてが生じるところであり、顕現

とも言われる。

　このように、4 ヴューハ神について説かれたが、また次のようにも説かれる。

	 yo	vāsudevo	bhagavān	kṣetrajño	nirguṇātmakaḥ	/

	 jñeyaḥ	sa	eva	bhagavāñ	jīvaḥ	saṃkarṣaṇaḥ	prabhuḥ	//	MBh	12.326.38

	 聖なるヴァースデーヴァはクシェートラジュニャであり、グナを持たないことを本質とするものであり、まさ

にそれこそが、聖なるジーヴァであり、サンカルシャナであり、プラブ（力強きもの）であると知るべきであ

る。

ここは非常に疑問が残る箇所である。ヴァースデーヴァとクシェートラジュニャが、そして、サンカルシャナと

ジーヴァが同一であることがすでに説かれたものである。だが、ここでは、ヴァースデーヴァとサンカルシャナが

同一であるとみなすことができる。これでは、矛盾が生じてしまう 24。ここでは、ヴァースデーヴァからサンカル

シャナが生起すると捉えるべきところである。あるいは、ヴァースデーヴァとサンカルシャナは、その本質は変わ

らず、単なる現れの違いにすぎないということが想定されているのかもしれない。

　これらヴューハ神が、諸原理と対応することが次の偈に説かれる。

	 saṃkarṣaṇāc	ca	pradyumno	manobhūtaḥ	sa	ucyate	/

	 pradyumnād	yo	’niruddhas	tu	so	’hamkāro	maheśvaraḥ	//	MBh	12.326.39

	 そして、サンカルシャナからプラディユムナが〔現れる〕。それ（プラディユムナ）はマナス原理と言われる。

一方、プラディユムナからアニルッダが〔現れる〕。それ（アニルッダ）はアハンカーラであり、マヘーシュ

ヴァラである。

サンカルシャナからプラディユムナが現れ、プラディユムナからアニルッダが現れる。すなわち、サンカルシャナ

→プラディユムナ→アニルッダ、という展開となる。

　そして、プラディユムナはマナスに、アニルッダはアハンカーラと同定される。サンカルシャナはジーヴァであ

ることはすでに説かれているため、それらに当てはめると次のことが想定できる。すなわち、ジーヴァ→マナス→

アハンカーラ、というラインである。マナスからアハンカーラが生起する説は、『マヌ法典』に見られる 25。ここ

での創造説は不明瞭な点が多く、うまく整合性を取れなかった可能性も否定できない 26。

　第 326 章では、ヴューハ神と原理を同定した説が見られ、その展開は図表 2 のよに想定できる。プラディユム

ナとマナスが、サンカルシャナとジーヴァが同一にみなされていることは明らかであり、そのことから、サンカル

シャナと未顕現を同一とみなすことができるかもしれない。同様に、虚空、アニルッダ、アハンカーラの 3 つが同

一のものと想定できるかもしれないが、虚空とアハンカーラが同一のものとは考えにくい。

　むしろ、この第 326 章では、創造と帰滅のラインは異なるのかもしれない。プラディユムナは万物が帰滅すると

ころとされ、アニルッダは生じるところとされるからである。すなわち、創造に際してはアハンカーラであるアニ

ルッダから虚空が生じ、帰滅に際してはマナスであるプラディユムナに虚空が帰滅するのである。
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図表２　MBh 12.326 におけるヴューハ神と諸原理の展開

５　おわりに

　326 章と 327 章とでは、同じ「ナーラーヤニーヤ章」といえども異なる説がいくつも見られる。第 327 章の説で

は至高のアートマン→未顕現→大なるアートマン→アハンカーラ→ 5 粗大元素というパターンが考えられ、アハン

カーラと虚空は別物である。しかし、326 章では、虚空とアハンカーラの関係性は不明瞭であり、アハンカーラは

マナスから生み出されるものとも考えられる。また、アニルッダに関しては、327 章では大なるアートマンと、

326 章ではアハンカーラと同一視されており、ヴューハ神と原理の対応は一定していないようである 27。さらに、

326 章では、同じ章の中でも展開が一定せず、矛盾が生じている。

　以上のように、様々な説について見られるが、明らかな矛盾の箇所が見られ、まだ未体系の段階であることが伺

える。おそらく、様々な説を取り入れ折衷したはいいものの、整合性が取れなくなってしまったのであろう。しか

し、そこにはヴューハ神とサーンキヤ説を融合させ、創造説を構築しようとしている足跡が見られる。最高神から

の展開に、神話的要素や心身論を組み込んだ宇宙論の形成が試みられているのである。後代のパーンチャラートラ

派の宇宙論では、さらに様々な説を組み込むことにより、一層複雑さを増し、最高神から現象世界までの創造は長

い道のりを必要とする。そこには、おそらく、過去の思想を取り込むことにより、自派の説の優位性を確立しよう

とする、インド思想に特徴的な思考方法が見いだせる。そのため、その思考方法が、様々な説を折衷融合させた宇

宙論を作り上げてきた原因の一つと考えられる。本論文では限定的な議論しか行えなかった。パーンチャラートラ

派の宇宙論をより精緻に分析するためには、後代の文献も幅広く取り上げ、解明していく必要があるであろう。
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註

１ 全 18 巻と補遺からなり、その詩節の数はおよそ 215,000 偈にのぼる。Mahābhārata とは、mahā（偉大な）bhārata（バラタ
族）、つまり、「偉大なるバラタ族の物語」であり、同族内での戦争物語を主軸としつつも、数々の挿話がなされて、百科全
書とも言える内容を持っている。伝説上作者はヴィヤーサ（Vyāsa）に帰せられる。主軸の戦争物語が最も古くに完成し、
紀元前 4 世紀から紀元後 4 世紀頃の間にほぼ現在の形が成立したとされる［ヴィンテルニッツ・中野 1965］。

２ MBh には多数の版があるが、本論文では Critical Edition［Belvalkar 1954］を用いた。その他に一部ではあるが、ニーラ
カンタ註が付されたプーナ版［Miśra and Singh 1988］も参照した。「モークシャダルマ篇」の和訳としては、Critical 
Edition に対する茂木秀淳氏により学術雑誌上で随時発表されているが、本箇所のものはまだ発表されていない。プーナ版

「モークシャダルマ篇」の全訳としては中村了昭氏のものが出版されている［中村 1998］。
３ 中村氏は「自在力ある未顕現」と訳す［中村 1998: p. 949］。
４ アハンカーラについてはすでにウパニシャッドにおいても言及されている。例えば、Chāndogya Upaniṣad 7.25.1 では、自己

に結びつける機能について説かれている。あるいは、Śvetāśvatara Upaniṣad 5.8 や Maitrāyaṇīya Upaniṣad 6.5 では、ブッディ、
マナスと共に心の機能あるいは器官として説かれている。

５ この MBh 12.327.27ab と全く同じ一文が MBh 12.187.4ab と MBh 12.298.11ab において見られる。
６ MBh 12.203, 291, 298、『チャラカ・サンヒター』4.1、『ブッダ・チャリタ』12 などで見られる。ただしこれらの説では細部

が異なることに注意が必要であろう。『バガヴァッド・ギーター』（MBh 6.29.4）でも 8 種が列挙されているが、未顕現がな
く、マナスがあげられている。

７ 本稿 4 を参照。
８ MBh 12.203 では、粗大元素と 5 つの対象の関係が次のように説かれている。
	 tadvat	somaguṇā	jihvā	gandhas	tu	pṛthivīguṇaḥ	/

	 śrotraṃ	śabdaguṇaṃ	caiva	cakṣur	agner	guṇas	tathā	/

	 sparśaṃ	vāyuguṇam	vidyāt	sarvabhūteṣu	sarvadā	//	MBh	12.203.32

 同様に、全ての存在物において、舌（味覚）は水〔元素〕のグナ（属性）であり、また、香りは地〔元素〕のグナ（属性）
である。耳（聴覚）は音声のグナ（属性）であり、そしてまた、目（視覚）は火〔元素〕のグナ（属性）である。さらに、
接触は風〔元素〕のグナ（属性）である、と常に知るべし。

 対応が一定していないため不明瞭ではあるが、粗大元素のグナとして 5 つの対象が対応していることが見いだせる。この対
応は、例えば MBh 12.187.8-10ab でも見られ、古典サーンキヤでも説かれる。第 203 章での説を考慮すれば、この 327 章の
グナには感覚器官も含まれるかもしれないが、11 のルドラとの対応が不明瞭である。 

９ bhūtasargam	ahaṃkārāt	tṛtīyaṃ	viddhi	pārthiva	/

 ahaṃkāreṣu	bhūteṣu	caturthaṃ	viddhi	vaikṛtam	//	MBh	12.291.23

 アハンカーラからの存在物の創造を第 3 と知れ。プリター夫人の子よ。〔また、〕諸々のアハンカーラ〔から生まれた〕存在
物における変異したもの（vaikṛta）を第 4 と知れ

	 vāyur	jyotir	athākāśam	āpo	’tha	pṛthivī	tathā	/

	 śabdaḥ	sparśaś	ca	rūpaṃ	ca	raso	gandhas	tathā	eva	ca	//	MBh	12.291.24

 風、火、虚空、水、地、並びに、音声と接触と色、味、香り、実に〔それらが、それぞれ〕である。
	 evaṃ	yugapad	utpannaṃ	daśavargam	asaṃśayam	/	MBh	12.291.25ab

 このように、同時に 10 からなる集まりが生じたことに、疑いない。
10 ［Mani 1975: p.691］
11 ［Mani 1975: p.779］
12 marīcir	aṅgirāś	cātriḥ	pulastyaḥ	pulahaḥ	kratuḥ	/

 vasiṣṭha	iti	saptaite	mānasā	nirmitā	hi	vai	//	MBh	12.327.61
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 マリーチ、アンギラス、アトリ、プラスティヤ、プラハ、クラトゥ、ヴァスィシュタ、以上、これらの 7 人が〔ブラフマー
の〕精神的なもの（mānasa）として創造された。 

13 ダルマシャーストラ文献の 1 つであり、紀元前 2 世紀から紀元後 2 世紀の間に成立したと考えられている。ダルマシャース
トラとは、「ダルマ（dharma）に関する教え」を意味し、一般には「法典」と訳されるが、法律よりもはるかに幅の広い行
為規範である［渡瀬 2013: pp. 449-500］。

14 ここで説かれる 8 人からスヴァーヤンブヴァを除いた「7 人の聖仙」とプラチェータス、ブリグ、ナーラダである。［渡瀬 
2013: p. 26］

15 marīcir	atryaṅgirasau	pulastyaḥ	pulahaḥ	kratuḥ	/

 vasiṣṭhaś	ca	mahātejā	ete	citraśikhaṇḍinaḥ	//	MBh	12.322.27

 マリーチ、アンギラスとアトリ、プラスティヤ、プラハ、クラトゥ、そして威光あるヴァスィシュタ、これらがチトラシカ
ンディンである。

 sapta	prakṛtayo	hy	etās	tathā	svāyaṃbhuvo	aṣṭamaḥ	/

 etābhir	dhāryate	lokas	tābhyaḥ	śāstram	viniḥsṛtam	//	MBh	12.322.27

 実に、これらが 7 プラクリティであり、さらにスヴァーヤンブヴァが 8 番目である。それら（7 人）によって世界は維持さ
れ、それら（7 人）から教典（śāstra）は流れ出た。 

16 ［Rastelli 2009: p. 444］
17 古典サーンキヤにおける 25 の原理とは、プルシャ（精神原理）、プラクリティ（根本原質）、ブッディ（統覚器官）、アハン

カーラ（自我意識）、マナス（思考器官）、5 知覚器官、5 行為器官、5 微細要素、5 粗大元素である。一方、エピック・サー
ンキヤでは列挙されているものは類似しているが、展開の順序が異なる。また、原理の数が異なる場合もある。

18 土地（クシェートラ）を知るもの（ジュニャ）であり、知田者とも訳される。プルシャのことである。
19 古典サーンキヤではプルシャ（精神原理）が観照し、プラクリティ（根本原質）がそれにより活動を開始することで世界の

展開が始まるという二元論が説かれる。しかし、先にあげた第 327 章の説のように、エピック・サーンキヤでは、プルシャ
を最高神と同定し、プルシャからプラクリティが生まれるという一元論的な傾向の説も見られる。

20 ジーヴァがどのようなものか、サーンキヤ思想のなかでは明確に示されていない。特に叙事詩において、ジーヴァは、「精
神ではなく、プラーナ（prāṇa）の性質を帯びた活動的にさせる原理であり、輪廻において身体から身体へ移動するもの」
とされる［Johnston 1974: p. 44］。これは古典サーンキヤで説かれるところの微細な身体のイメージと重なる。

21 プーナ版では、“dhātavaś”ではなく“vāyavaś”となっており［Miśra and Singh 1988: p. 246］、中村氏は「〔五〕風は〔身
体を〕活動させることができない」と訳している［中村 1998: p.932］。

22 “laghuvikrama”は、「軽く、素早いステップ」という意味であるが、Ganguli は“the	puissant	Vasudeva”と訳す［Ganguli 
1975: p. 135］。中村氏は「足の速いもの」と訳し、ヴァースデーヴァと解する Ganguli 訳を参照している［中村 1998: p.932］。

23 Ganguli は“that	combination	of	the	five	primal	elements,	called	body”と訳しており［Ganguli 1975: p. 135］、著者もそれに従い
身体と解した。

24 ヴァースデーヴァとサンカルシャナが同一であるならば、クシェートラジュニャとジーヴァも同一ということになってしま
う。クシェートラジュニャとジーヴァが類似した機能を持つことは MBh 12.187.7-12 に見られる。一方、クシェートラジュ
ニャとジーヴァをはっきりと別に見る説は『マヌ法典』12.12-14 に見られる。

25 udbabarhātmanaś	caiva	manaḥ	sadasadātmakam	/

 manasaś	cāpy	ahaṃkāram	abhimantāram	īśvaraṃ	//	MS	1.14

 次いで〔ブラフマーは〕彼自身から有と非有からなるマナスを、そしてマナスから自己意識であり主宰神であるアハンカー
ラを取り出した。

 （サンスクリット文は Olivelle の Manu's Code of Law に所収のテクスト［Olivelle 2005］に、翻訳は渡瀬氏の日本語訳［渡瀬 
2013］にそれぞれ基づく。）

26 マナスからアハンカーラが生み出される説は、筆者が見た限り、上記の 2 例しか見つけられなかった。その他のエピック・
サーンキヤの説では、アハンカーラから生み出されるか、あるいは 16 種の変異としてアハンカーラを含む 8 種の根本原因
から展開することが想定されている。マナスの創造的機能はヴェーダ聖典に遡ることができ、エピック・サーンキヤでも説
かれている。しかし、古典サーンキヤでは明確にアハンカーラから生み出されるものとして説かれ、マナスに創造的機能は
全く見いだせない。おそらく後代になるにつれ、マナスの地位が低下していったと思われる。

27 引田氏によると、ヴューハ神と原理を同定する説は、かなり混乱が見られるようであり、例えば、LT 第 6 章ではサンカル
シャナをアハンカーラに、プラディユムナをブッディに、アニルッダをマナスに、当てはめる説があると指摘している。ま
た、後代になると同定ではなく、管轄者とみなす傾向も認められるという。初期にはパーンチャラートラの内部ではあまり
重要視されていなかったが、シャンカラが取り上げて以来、問題が顕在化したとされる［引田 1997: p. 61］。
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井筒俊彦の思索を再考する：場の哲学に向けて

小野　純一

１　序

　井筒俊彦（1914-1993）は、2013 年に没後 20 年、2014 年に生誕 100 年を迎え、その業績の再検討の必要性がま

すます認識されつつある。近年、濱田恂子により彼の比較哲学の立場に焦点を当てた歴史記述が行われた。井筒に

特有の思考方法のためにその業績が日本では正当な評価を受けていないと彼女は指摘した 1。井筒を哲学者とみな

すことを疑問視する向きもある。井筒はイスラーム学者なのか、哲学者なのか、その他の文化圏の思想や文学をも

論じた思想文化の研究者なのか。イスラーム学者なら、イスラーム学は彼の業績の批判的検討を研究史や方法論の

側からなさねばならない。思想家なら哲学的意義がどこにあるかイスラーム研究との内的連関において示されるこ

とが望ましい。そこで私は本研究において、思想家としての井筒俊彦の業績全体を見渡す指針ないし基準を検討し

たい。

　井筒の学的人生は三期に分かれ、関心領域・焦点を当てた対象、学科・方法論的立場は相違するが、根源的ヴィ

ジョンを思索し言語化すること、あるいは神秘主義体験の哲学化と呼び得る主題追求は一貫している 2。いうなれ

ば、井筒の人生の三つの時期を通時的に特徴付ける三領域は、共時的に三つの相補的領域として一つの思想空間に

統合される。この思想空間は、「根源的ヴィジョンの言語化」を基軸に、柔軟な精神、柔軟心というひとつの哲学

的地平を形作る 3。これを私は場の哲学と特徴付け、井筒哲学の最も中心的なものと考える。この観点によって

我々は井筒を西田幾多郎以降の哲学史に位置付けられるし、井筒には西田哲学を越えようとする企図があったこと

がテクストに即して具体的に示せよう。

　井筒は東洋諸伝統のテクストを再解釈し抽出した諸理念を有機的に組織化し、この理念的地平を創出するプロ

ジェクトを東洋哲学の共時的構造化と呼んだ。この理念的地平を、本稿は解釈学的コミュニケーションが成立する

場、間文化的相互理解を可能にさせる基盤とみなす 4。間文化的な真の相互理解は、哲学的水準で理解が達成され

なければならない 5。そのためには、哲学的な共通言語が必要である。そのような考えを井筒は示しながら諸思想

の概念分析やそれらの間文化的比較を行い、その過程を「東洋哲学の共時的構造化」としたのであるから、理念を

意味素に分析し、その振る舞い方を間文化的に理解可能にする行為は、間文化的な解釈学的コミュニケーションと

呼べよう。解釈学的コミュニケーションは哲学的な共通言語によって理念的地平で実践される。

　井筒の企図や業績は思想文化研究に留まらず、人が環境をどう認識し自己を形成し表現し互いを理解するかとい

う問いに極まるのではないだろうか。井筒は生き物としての人間の認識や自己表現を直接に主題化するのではな

く、「潑剌と躍動する生命の流れ」という人間的認識・表現の普遍的次元が文化的にあるいは言語的にどのように

制限されているか観察する 6。しかし、彼の本意は、そのような制限・制約のあり方を理解し、それに自覚的に

なって越えていく方途の探求にある。井筒が場やフィールドといった言葉で示すのは、人間の形成、活動、表現の

実現の仕方であり、これは普遍的水準から多様で相互に異なる個別言語文化による制限の水準までの射程を含む。

井筒は人間の生の普遍的な水準を見つめつつ、このように多様化されたあり方が異なる条件を超えていかに理解す

るかという解釈学的コミュニケーションを目途していた。井筒はそのような場の構築を探求したのだ。井筒研究を

基礎に本稿はこのような思索の次元を創造的に開くものである。

論文
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２　研究史的概観

　井筒に直接イスラーム学を学んだ黒田壽郎と牧野信也は、井筒の業績の最も初期の伝記的紹介を書いた。中村廣

治郎、竹下政孝、鎌田繁は、特定の側面から井筒の意義を明らかにする。井筒によるイスラーム学三部作［1959, 

1964, 1965］はイスラーム神学の研究を中心にした意味論的分析の成果で、彼を世界的に認知されるイスラーム学

者にした。その一連の意味論的研究はイスラームにおける伝統的コーラン解釈学にとっても、近代に成立した西洋

的あるいは現代的イスラーム学にとっても革新的な方法であったという意見で評者らは一致する。が、その文献学

的研究と意味論構築、および理論の適用という性質に対する意義付けは多少異なる。

　黒田の井筒論は最初期に属する 7。黒田と牧野が井筒の英文著作における意味論分析を発展、あるいは深化と捉

えるのに対し竹下は異なる批評を行う。竹下の考えでは井筒のイスラーム学三部作の第三研究は完全に閉じたテク

ストという単一の書物を対象にしていない。従って、新資料発見などによって提出された分析結果に対して、今後

も文献学的操作が必要となりうる。その意味で意味構造を記述するための最良の適用分野ではないだろうと竹下は

指摘する 8。これはイスラーム思想史研究の立場からは正当な批判である。だが、共時的意味構造や地域ごとの意

味論的偏差だけでなく、時代的変動における通時的意味構造も意味フィールドの要素として提示することが意味論

の課題と井筒が考えたことをこの研究が示していることを本稿は念頭に置きたい。黒田と牧野が主要業績とするの

は、晩年の井筒が意味論的分析によって東洋諸思想に根源的なパターンを意味構造として比較し類型化した点だ。

これは「東洋哲学の共時的構造化」という東洋の諸思想を一つの哲学的空間の中への構造化プロジェクトに変貌す

る。牧野はこの業績の途方もない「広さ」と「深さ」を積極的に評価する 9。それに対し黒田は、それは様々な思

想伝統を俯瞰させるがそれ以上ではないと批判的にみる 10。本稿はこの疑念への一つの返答になるであろう。

　井筒と共に日本のイスラーム学を確立させた中村廣治郎は井筒の「東洋哲学の共時的構造化」がもつ比較研究と

しての意義を宗教学の観点から論じた 11。中村の考えでは井筒は厳密な意味論的方法を用いることでアジアの諸宗

教に共通する世界観を明瞭に示すことが出来た。それは宗教学の用語では神秘主義が示す世界観の構造である。だ

が、神秘主義的世界観と非神秘主義的な宗教の世界観の間にいかに統一の枠組みまたは共通言語を構築するかが未

解決であり、哲学のような非宗教的世界観をどのように「東洋哲学の共時的構造化」へ統合するかが示されていな

い。中村のような批判は濱田恂子による井筒比較哲学の評価にみられない。たしかに井筒の関心の中心は神秘主義

体験の哲学化あるいは根源的ヴィジョンを思索し言語化することである。だが、解釈学的コミュニケーションは理

念的地平ないし哲学的共通言語によって他者を理解する対話であるから、「東洋哲学の共時的構造化」においても

神秘主義における絶対的他者や非神秘主義的世界観も、対話の相手つまり解釈の対象としてどう理解するかという

共通言語を語る方法が示されるのではないか。本稿はそれが井筒が考える解釈学であり哲学的意味論であることを

示すことで中村の問題意識へ対応したい。

　池内恵は井筒の『アラビア思想史』や『イスラーム思想史』の分析記述は大変優れ、一般に井筒をイスラーム学

者とみなす傾向が支配的だが、井筒の日本語著作全てに従うとイスラームを神秘主義体験の哲学化からみる「日本

的理解」になると批判する 12。確かに井筒は思想史的記述以外ではイスラーム神秘主義に専念する。これは、井筒

をイスラーム学者と捉えると彼の哲学的プロジェクトを「日本的」に理解し、その哲学的意図をイスラーム学化し

てしまう偏見と表裏の関係にある。井筒によるモッラー・サドラー研究は、井筒が「東洋哲学の共時的構造化」を

遂行するための一つの事例研究であると明瞭に位置づけたのは、モッラー・サドラー研究の第一人者である鎌田繁

である 13。鎌田の研究においても、我々は井筒をイスラーム学者ではなく、思想家と位置づける根拠を持つことが

出来る。私は神秘主義体験の哲学化を哲学的に表現することに成功したのは、モッラー・サドラーに依るところが

大きいことを示した 14。モッラー・サドラーを通して西田哲学に対抗する視座を獲得した井筒は、この視座によっ

て日本における哲学史に位置づけられるのではないだろうか。

　井筒の意味論的分析の貢献がムスリムの研究者やイスラーム学で受容されていることは、それが日本的限定を超

えることを示す。井筒は哲学的衝動と関心が必要としたイスラームの知的・哲学的財産を独自の立場から自身のた

めに再解釈する。鎌田が考えるように彼のイスラーム解釈はそもそも哲学創出の基礎作りなのだ。この観点に立て

ば、彼の日本語著作を読むときイスラーム理解を「日本的」と見なす必要はない。それは井筒プロジェクトの遂行
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にそった哲学的理解なのだ。井筒の日本語著作を研究としてではなく日本哲学として井筒の仕事を引き継ぎ、新し

い方向性を模索しているのが新田義弘と永井晋である。新田は西田の現象学的意義を自身の哲学から読み解くなか

で井筒の仏教解釈およびイマージュ論をも取り込む 15。永井は井筒が着想をえたコルバンやイスラームとユダヤの

神秘主義を哲学的に解釈しつつ、井筒のイマージュ論を徹底化してその可能性を広げている 16。本稿は上述の井筒

解釈を引き受けつつ井筒の仕事全体に通底する理念を読み解き、井筒がもつ哲学的可能性を以下で検討する。

３　井筒プロジェクトの特徴

　井筒のイスラーム研究の歩みは、第１段階：ジャールッラー（Mūsá Jār Allāh al-Turkistānī al-Qāzānī；1875-

1949）の弟子時代、第２段階：1961 年にカナダへ移りモハッゲグ（Mehdī Mohaghegh；1930-）との共同研究期、

第３段階：1979 年以降の日本帰国期に分れる。これを私はイスラーム研究を超えて井筒の哲学的プロジェクトの

展開、第 1 期「哲学的人間学」、第 2 期「哲学的意味論」、第 3 期「東洋哲学」と特徴づける。第 1 期は日本におい

て日本語で、第 2 期は主にカナダとイランにおいて英語で、第 3 期は日本において日本語で著作と思索を行った。

焦点の置き方と方法論的自覚の差異化に対応するためこの三分割は井筒の思索の深まりや展開を示すが、発展史以

上の意義をもつ。彼の学的活動全体を読み直すと、分野的に三領域をなしながら思索は統一性を現すからだ。この

一貫性の意義を検討するため、どう一貫しているか再検討したい。つまり、井筒の多岐にわたる学習が方法論と思

索の両面に有機的に結実することを確認し、彼の思想的歩みを総合的に再評価したい。

　井筒は大学で様々な言語を学び、その後、言語学や古代ギリシアの文学と哲学、ロシア文学等を教え、タタール

人の著名な学者ジャールッラーから古典的教授法によってイスラームの伝統的諸学問、クルアーン解釈学やイス

ラーム法学、アラビア文法学等を習得した。井筒はアラビア思想史、古代ギリシア思想史、ロシア文学史の著作を

出版している。これらの探求を井筒は「哲学的人間学」と呼んだ 17。この時期が井筒の学問的人生の第 1 期である。

これら多岐にわたる諸研究を自ら「哲学的人間学」と総称したことが意味するのは、自分は個別文化の研究を行っ

ているのではなく、人間を哲学的に探求する事例研究を行っていると井筒が考えていたということである。井筒は
Language and Magic において一般的意味論として言語の根源的意味機能を研究し、続くイスラーム三部作の神学研

究で意味論を深化精緻化させる。そのなかで、アラビア語の特定語彙の意味構造と、構造同士が互いに影響し合い

意味論的フィールドを形成しあう様子を井筒は描き出した。だが彼は自分の思想理解が発展史的だと回顧的に批判

する 18。哲学的意味論と比較研究にはこの反省が活かされている。

　井筒を世界的に知らしめ、井筒の研究を文献学的分析と特徴付ける根拠である彼のイスラーム思想研究は、たし

かに鍵概念の意味分析とその構造記述である。また、比較研究はイスラーム・インド・中国・日本思想の鍵概念の

分析作業を提示せず、意味論的フィールドとして記述する。人は安易にこれを比較宗教学とみなすかもしれない

が、全ての対象において意味論的分析を適用し、様々な思想伝統を現にそのようなものとしてあらしめ特徴付ける

鍵概念の意味構造ないし意味フィールドを記述することが本来の目的であるとみなすべきだろう。だが、それは脱

文脈化することで伝統を超えた水準で意味的連関を成立させる。それゆえ、エラノス会議の主催者は、井筒の専門

を「哲学的意味論」とした 19。最初の英文著作による言語呪術の主題化は、後に『コーランを読む』のような研究

でも、意味形象を喚起する機能として再定義され、この意味論の晩年までの継承が見て取れる。

　井筒の「哲学的人間学」は根源的体験・根源的ヴィジョンがどのように言語化されるかを探求する。常に関心は

根源的ヴィジョンを言語化する思想家にあり、体験の言語化は意味の機能の解明と密接に関係していた。意味の機

能を理解することで、根源的ヴィジョンをより確実に言語化できると井筒は考えた。意味の機能を研究し、その研

究をテクスト分析に適用することで、世界中の様々な言語で書かれた文学や思想書の中から「哲学的思惟が自然に

でてくる」ことが可能になると彼は考えた。しかし彼は言語学の理論にそれを見出せなかった 20。そこで第 1 期か

ら第 2 期への移行期に井筒は独自の意味分析を実践する。これは彼の哲学的人間学が発展史的過ぎるという彼の批

判を乗り越える過程、哲学的意味論の時期への移行である。

　井筒はマギル大学イスラーム研究所で同僚となったイラン出身の文献学者モハッゲグとテヘラン支部設立のの

ち、1975 年から 1979 年のイラン革命までイラン王立研究所の教授であった。これが第 2 期である。井筒は授業で



164 井筒俊彦の思索を再考する：場の哲学に向けて

文献学を教え、イスラーム哲学中で重要でありつつも未研究の書物を校訂・注釈・翻訳し、同時にエラノス会議で

比較研究を提示した。彼が探求した意味論を諸東洋思想に適用して分析した諸概念を比較したのだ。ここでは、比

較を行うことと哲学的意味論を練り上げることが相補的に発展している。様々な言語を分析し、それらの言語で書

かれた思想を比較することは、哲学的意味論を実践することであった。

　イラン革命に際し、井筒は英語で発表してきた東洋諸思想の比較研究を日本で日本語により一つの構造体に纏め

上げ始めた。これが第 3 期、東洋哲学の探求である。この東洋は地理的東洋ではなく、根源的ヴィジョンを言語化

しようとする思想家達の思想空間のことである。この主題が哲学的人間学という形で記述され、方法論が哲学的意

味論として探求され、根源的ヴィジョンの言語化の様々な試みを包摂する空間の構築として「東洋哲学の共時的構

造化」が企図された。こうして井筒は学問的歩みの第一歩から晩年まで一貫して根源的ヴィジョンの言語化を探求

し、よって人間研究もしくは言語一般を思索してきたといえよう。人間理解はここでは、言語を理解することであ

り、人間が世界をどう経験しどう表象するか、その時に言語がどう機能するか考えることを意味する。だが、この

首尾一貫した探求には大きな二つの問題がある。

　第一の問題は、井筒が根源的ヴィジョンの体験を前提にし、それを言語化する行為を、哲学と呼ぶことである。

彼はいかにして根源的ヴィジョンが言語化されるか物語る詩や文学をも扱う。これは近代的大学制度の下で「哲

学」を学科として理解する一般理解から大きく外れる。また前近代の西洋で「哲学」という概念が示す思想活動と

も異なる。近代以前の思想家の一部によって形而上学の対象とされたものが、根源的ヴィジョンの言語化に相当す

ると理解されるのではないだろうか。

　たしかに、井筒は東洋の多くの思想家が根源的ヴィジョンの言語化を主要な関心としたと考え、近代以前の東洋

ではそのような言語化の試みの多くが方法論的厳密さを持たないため、根源的ヴィジョンの言語化に「哲学的意味

論」を加える。これは井筒の考えでは、東洋の諸思想に、実存哲学、分析哲学、現象学、構造主義などの既存の方

法論を適応するのではなく、東洋の諸思想が「哲学的思惟が自然にでてくるように」自らの方法を自ら学問的に洗

練化していく過程である。伝統的な道具を捨てて西洋由来の学問的道具を入手し、その使い方を学んで対象化した

伝統思想を研究するのではなく、伝統的な道具を洗練させていくのだ。洗練させる時に、西洋由来の方法や考え方

も参考にする。それゆえ井筒は時代錯誤的に形而上学を踏襲すると思われかねない。だが井筒にとってこの根源的

ヴィジョンは人が環境を認識するその都度の体験の場であり、その生命的運動の自己表現の場である 21。それは、

人間一般に普遍的に妥当する水準を持ちつつ、個別言語的に多様化して表現される。それゆえ、井筒は多様化して

現実化した経験表象を、表象自らの表現方法を用いて内的に記述させる。それが井筒の意味分析であり、もう一つ

の問題点を解決する解釈学的コミュニケーション論に繋がる。

　第二の問題は井筒の哲学的意味論の性質にある。井筒は言語の意味機能を、言語相対主義的に表現する。実際に

井筒は言語相対主義が論理的矛盾をもつからアポリアに陥るという説を知りながら、言語相対主義を否定せず前提

にして、そのアポリアの回避を試みる。言語相対主義が陥るアポリアは、翻訳不可能性・共約不可能性であり、異

言語・異文化を理解できず間文化的対話が不可能という結論への必然的帰結である。井筒が哲学的プロジェクトで

は神秘主義体験、形而上学的ヴィジョンを無批判的に前提しているような印象を与えるのと同じく、言語的意味論

的プロジェクトでは、言語相対主義が論理的に不整合な理論であることを知りながら、無批判的に言語相対主義を

前提にしそのレトリックを採用し、その前提の上で言語相対主義がもつ問題を解決しようとする印象を与える。世

界の分節という言語相対主義が前提にするメタファーが神秘主義の体験を言語化する東洋諸思想のそれとを同一視

するような叙述を井筒が行うからだ。

４　根源的ヴィジョンの意味フィールド化

　井筒のいう根源的ヴィジョンは永遠の真理ではなく、環境を認識する人間活動の普遍的次元が言語的に限定され

た自己表現という特殊的次元へ転換する場である 22。ここに井筒は人間そのものを理解するための基礎を見る。そ

れが井筒の場の哲学の構築へと繋がる。思索では「場」が概念化せずに記述されねばならない。が、間文化的相互

理解のためには「場」の意味化が共約されるべきで、それには志向性のより原初的な運動の記述のみに留まる必要
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がある 23。それを井筒は短歌や俳句の起点と同定しながら、主客が対立しない意味的志向性の原初的運動の瞬間、

主客を共に含む存在磁場、「意味」生成の根源的な場所（トポス）とよぶ 24。

根源体験の諸記述の内的理解は解釈学的対話に展開しうる東洋哲学の構造化としてこの水準で行われる。井筒はこ

の対話成立を根源的ヴィジョンの言語化の水準におくが、この対話は神秘体験を経験した人のみが参加可能な対話

なのではない 25。逆に井筒は間文化的対話・相互理解の理論によって根源的他者体験を共約可能にする方法、相対

論的アポリアの回避法を示す。井筒の意義は世界・経験の言語化すなわち他者理解、対話フィールドの生成にあ

り、井筒哲学は場の問題を中心に構想される。そう理解して初めて、場やフィールドという語で代表させうる井筒

プロジェクト全体を再評価できるだろう。

　井筒は西田の場所や述語の理論を批判的に継承発展させるほか、禅哲学をフィールド存在論と解釈する 26。場、

磁場、フィールド、トポスという語が意味論的問題の中心語として井筒の多数のテクストに頻出し、場の一位相を

「心」と呼ぶ。豊子夫人は井筒が構想した場の哲学の独自の展開と解釈できるフィールド哲学三部作「言語フィー

ルドとしての和歌」「意識フィールドとしての和歌」「自然曼荼羅：認識フィールドとしての和歌」を独創的な思索

の軌跡として刊行した。井筒は単著でも夫人との共著でも和歌や曼荼羅に関し常に意味の場に言及する 27。共著と

豊子夫人の理論的展開を参照するなら、意味生成の場は意識と言語と認識が意味論的に交差する志向性未確定の経

験の位相である 28。

　井筒が志した「哲学すること」は少なくとも二つの意図に基づく。一つは、哲学する精神が柔軟でなければなら

ない、哲学する精神を柔軟にしなければならない、という精神的柔軟性を目指すこと 29。もう一つは、柔軟な精神

が、根源的体験・根源的ヴィジョンを哲学化すること、テクスト群が可能的にもつ哲学的思惟を現働化させること

である。哲学がどうあるべきかを当初から規定・条件付けで決めてそれ以外のあり方を排除せず、むしろ規定を排

除して思想遺産から「哲学的思惟が自然にでてくるようにしなくてははなしにならない」と井筒は考える 30。「哲

学というものをはじめからスティピュレーション（stipulation）で決めちゃって、哲学とはこういうものだ、こう

いうものじゃないものは哲学じゃないと［いう考え方じゃ話にならない］。たとえばもっとひどくなれば、哲学と

いうのは西洋に出た地中海的なものだから、地中海以外のところに出たものは哲学と呼ばないと決めれば、それは

もう定義の問題になりますね。［これは］スティピュラティヴ・デフィニションですね」31。

　井筒の意味論的分析による様々な思想テクストの文献学的研究はそれらのテクスト群から「哲学的思惟が自然に

でてくるように」解釈する哲学することの準備作業なのだ。解釈の中心にあったのは、それらテクスト群がどう

「根源的ヴィジョンを言語化する」か、どう「根源的ヴィジョンを言語化する」べきと考えているかを読み取るこ

とであった。この態度は最初期の古代ギリシア哲学・思想・文学の文献学的研究から晩年まで一貫している。井筒

は過去のテクストや異文化のテクストを哲学的に読み直すことで、柔軟心、柔軟な精神、思惟の柔軟性を実現しよ

うとする 32。その例として『古事記』における神話的思考、空海の形象的創造的イマジネーション、短歌・能楽・

俳句についての理論書などの古典から創造的に哲学的思惟を解釈し、それらを現代的文脈の中で哲学的に現働化す

べきだという 33。

　「哲学する精神というのは柔軟な精神」であるべきだが、「比較哲学的な関心の全くない、いわゆる体系化にはそ

ういう柔軟心がない」34。「ほかの文化に属する」「抵抗がある」異質な「思惟形態というものもできるだけ自分の

なかに取り入れて自分のものにして、そこから柔軟な精神でものを考えていかなければならない」35。比較哲学的

関心・態度は直接「哲学の態度そのものに大きく影響する」26。こうして井筒の比較哲学は単に柔軟な精神を実現

する最も効果的な方法であるだけでなく、異質な他の文化を理解するための方法論にもなり、異質なものを

stipulative に否定したり排除したりせず、間文化的相互理解を成立させる基礎を与える。これは、「根源的ヴィ

ジョンから創造的思索への展開の結果」を出し 37、「哲学的な別な第三の態度」を作り出すため通過すべき準備段

階である 38。

　たしかに哲学的意味論によって理解するのは神秘主義体験を表象するテクストだ。が、哲学的人間学は根源的

ヴィジョンの思索・言語化、体験の原初性を失わないようかなう限り既存概念に分解する本源的体験の哲学化であ

る。経験を主体客体に二元化・概念化する以前の状態が根源的ヴィジョンであり、神秘体験に限定されない。むし

ろ禅や和歌や曼荼羅が非概念的思考により哲学的第三の立場として示す体験の本源性は主客未分の境位に限らな
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い。その本源性は主客がともに含まれる位相、場、フィールドである。このフィールド経験が根源的ヴィジョンで

あり、それが言語文化ごとに異なって意味化されている。井筒は特定の基礎的概念を意味論的分析の対象にするこ

とで哲学素をディスクールとして提示し、意味論的分析を特定の概念に適用する試みを井筒は示し、異文化理解の

道を整える 39。ディスクールは発言された・書記された具体的状況から不可離的であるという本性をもつので、哲

学素の展開としてのディスクールも生きた状況・具体的文脈を意味連関を抽象化せずに表象する 40。

　準備作業としての諸研究、つまり意味フィールドの記述は、井筒にとって、世界の意味化における慣習性を超え

るための新しい哲学を準備する作業であった。人間的認識・表現の普遍的次元としての根源的ヴィジョンが文化的

にあるいは言語的にどのように制限されて意味フィールド化されるか。この問いを井筒はテクスト分析で精査して

いった。この行為は逆に言えば、言語文化的に異なる意味フィールド化をどう理解するかという異文化理解の方法

論「解釈学的コミュニケーション」の検討である。

５　解釈学的コミュニケーションの場

　神秘主義体験を主題として開始された井筒プロジェクトは「東洋哲学」の水準に至って、東洋哲学の構造の中に

神秘主義体験を言語化した思想ではない思想も、神秘主義体験を極めて異質な形で表象する思想も含もうとする。

それによってこの構造の中に弁証法的動きが生じることが期待される。この力動性を井筒は異文化同士の衝突・対

話と対応させる。もちろん、この対話や衝突は、一人の人間ともう一人の人間、あるいは三人以上の人間による共

同作業ではない。これは理念的な相互作用として、一人の主体性の中で生じる。つまり井筒はこの主体性を作ろう

としている 41。

　この主体性を井筒の「哲学的人間学」は「哲学的意味論」により意味論的に記述された数々の鍵概念から成る

「意識フィールド」と呼ぶ。これは「哲学的意味論」からみると、ひとつの「意味フィールド」を形成している。

しかしこの「意味フィールド」は、井筒がアラビア語や中国語の諸テキストをそれぞれ分析することによって描出

した個々の概念の意味フィールドとは違う。「意識フィールド」としての「意味フィールド」は、様々な言語に

よって形成されてきた諸概念が集合するパンテオンあるいは曼荼羅のような空間である。しかも、一つの言語で成

立する意味フィールドたちが一つの言語の思想空間を成立させるが、意味マンダラ的主体性は、様々な言語文化に

由来する意味フィールドたちが一つの意味フィールドを形成する場にもなる。つまり言語意識としてのこの主体性

は間文化的である。真にこの間文化的主体性を成立させるには、文化的意味論、間文化的意味論が必要になる。

　井筒の意味での「哲学的人間学」を研究者が実践するためには、研究者は自分の母語の意味機能・意味分節を極

力排除しなければならない。そうでなければ、原典が持っている本来の世界観が、研究者の母語によって変容す

る。原典の鍵概念を無批判に研究者の母語の単語に移し替える変容を防ぐために、原典の諸概念たちの意味論的振

舞を正確に記述すべきである。ここで哲学的意味論が間文化的意味論に、通常の翻訳ではなく「間文化的普遍論を

構想しようとする」「ホンヤク操作」に転じる 42。この操作は由来する文化や伝統が違う鍵概念同士を比較して、

一方の意味領域を他方の「意味領域に接触させ、両者のあいだに熏習関係を醸成しようとする」ことである 43。井

筒はここで唯識の用語「熏習」を用い、「熏習」を「要するに「移り香」現象のことだ」と説明する 44。「つまり、

両者の相互的働きかけの効果」が、一方の意味を他方の「意味の中に組み込んでいく」45。この操作によって「我々

の言語意識を、間文化的、あるいは汎文化的、アラヤ識の育成に向って深めていく」ことが出来る 46。これが井筒

が構想する間文化的意味論である。

　この間文化的意味論的試みが、井筒の考える方法論によって自覚的に大規模に組織立って行われれば、「我々の

言語アラヤ識は実に注目すべき汎文化性を帯びるに至るであろう」47。このような「間文化意味論的事態」を一人

の主体性が獲得するとき、この主体性の精神は「間文化意味論性」を本質とする意味フィールドになり、その主体

性の活動は「間文化意味論的思考」になる 48。ここから井筒が、過去のテクストや異文化のテクストを哲学的に再

解釈して「柔軟心」「柔軟な精神」「思惟の柔軟性」を実現することが比較研究の理念だと述べ、異他的な思惟形態

を可能なかぎり自己に組み込むことで、柔軟な精神による思考を実現せねばならないと主張していたこととの連関

が生じてくる 49。
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　方法論的に操作されたこの意味論的理解は個人の主体の内部で実践されるモノローグに思われえよう。ところが

このモノローグを成立させる「内部言語」は「哲学的意味論」や「間文化意味論」の操作を経ている。従ってここ

でいう「内部言語」はもはや無自覚で無批判的な「明確な分節性のない「呟き」のようなもの」「原基意味形成素」

「意味可能体」「現勢化を待つ意味的エネルギー群としてのみ存在する潜勢態のコトバ」ではない 50。「間文化意味

論」の操作を経たこの「内的言語」は「間文化的普遍論」を構想するための普遍言語であり、「間文化意味論」の

操作を受けた諸鍵概念は「間文化的普遍者」へ昇格している。「間文化的普遍者」は、あらゆる文化に画一的・均

一的に当てはまる「文化的普遍者」ではなく、それらは過去・伝統・文化などを意味フィールド化し、意味論的に

集約しつつ、「哲学的意味論」性を有する普遍者、哲学素として創造的である。

　哲学素としての「間文化的普遍者」は、発言された・書記された具体的状況・生きた状況・具体的文脈を、不可

離的に自己の意味連関・意味領域として示す。つまり「漠然とした意味的近似値」としての「言語的普遍者」「意

味論的普遍者」51 は無個性的・脱文脈的だが、「間文化的普遍者」はそうではない。意味論的分析によって文化的

普遍者が生み出してきた「痛烈な実存的状況」52 を担っている「実存的意味」53 が「間文化的普遍者」に顕在化し

てる。つまり再文脈化を可能にする異文化由来の意味形成素がある。これらはそういう意味での一種の普遍者であ

る。従って普遍者であるかぎりは、異文化間を越境して、共通言語・普遍言語として振舞うことが出来る。そうい

う意味で、このモノローグを成立させる「内部言語」は異文化間のディアローグを成立させる高位の言語である。

この井筒の考えの道筋を辿るなら、「東洋哲学」の構築が様々な東洋思想を世界的・現代的な現場に引き出すこと

であり、それは東洋間の対話だけでなく西洋やその他の地域との真の交流─「一種の哲学的対話（デイアローグな

いしディアレクティーク）」54 ─を目指す営みだと理解できる。実際、これが、異なるもの同士が思想的出会いの

場で本当に分かり合うことを目的とする基礎─柔軟心─作りだと井筒は述べていた。この柔軟心に対応するのは、

「限りなく柔軟な世界（限りない内的組み替えを許す秩序構造）」「柔軟なコスモス」である 55。異文化間のディア

ローグを可能にするもの・必要なものは、普遍語・共通語という言語フィールド、柔軟心という意識フィールド、

「柔軟なコスモス」という認識フィールドを柔軟にすることである。これらのフィールドは、同一文化の中で一個

人も持つフィールド構造である。しかし、異文化間のディアローグを成立させるためには、これらフィールドの柔

軟性が達成されねばならない。柔軟性は、これまで述べてきたように、「哲学的意味論」による第一操作、「比較哲

学」が帰結した「東洋哲学」の構築という第二操作を経由して、初めて生成すると井筒は考えている。

　ここで言及した諸フィールドは、意味マンダラあるいはフィールドとして限りなく柔軟な構造を持つ。そこにお

いて実践可能な異文化間対話、間文化的コミュニケーションは、「間文化的普遍者」に基づくゆえに、解釈学的な

特性を持つ。つまり、「間文化的普遍者」の「痛烈な実存的状況」を再文脈化しながら、つまり対話者に意識させ

ながら相手の「実存的意味」を了解する解釈学的コミュニケーションである。再文脈化と呼ぶ行為は、脱シチュ

エーション的なエクリチュールを、「シチュエーションに根源的に制約されたもとの姿に一度戻し」、発話された過

去の「リアリティとの同時代性を我々が自分の中に、文献学的に再構成する」ことである 56。「いちばん原初的な

言語次元」「パロール的状況性の中に身をおいて、そこから一々の文の意味を理解していく」ことである 57。この

絶え間ない還元の実践と邁進が井筒の考える他者解釈である。

　井筒は、このような第一段階の解釈と相関関係にある第二次解釈の必要性も主張する。パロール的状況性は、パ

ロールを可能にする言語の意味機能によって規定されていると井筒は考えるからだ。この意味論的規定は「原基意

味形成素」「意味可能体」「現勢化を待つ意味的エネルギー群としてのみ存在する潜勢態のコトバ」の水準における

意味の働き方を理解することで記述できる。つまり、「パロールのそこに働いている下意識的意味連関まで掘り下

げていく」ことである。これによって、パロールの同時代的状況という現実的な規定性、「漠然とした存在感覚」

のような、しかし「本当は一つの複雑な意味聯関的全体構造」という潜在的な規定性、という二重の解釈が可能に

なる 58。これを意味論的解釈学と井筒は言う 59。

　このようにしなければ、パロールを発した人の考えも、その発話状況も、発話や発話者の生きた時代精神、世界

観も理解できない。一つの言語現象─パロールであってもエクリチュールであっても─は、様々な状況から出来て

いる。発話者が持つ状況、対話相手が持つ状況、その両者を含む状況（life context；Lebenswelt）など。その全

てを解釈に含めて多角的にパロールやエクリチュールを理解することが、意味論的解釈学である。異文化を理解す
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るため、また思索するために作られた哲学的意味論は、「哲学的対話（デイアローグないしディアレクティーク）」

という観点から、言語コミュニケーションの解釈学へと変貌を遂げたと言える。従って、柔軟な精神のフィールド

が他者の根源的ヴィジョンの理解をも可能にする。高次言語を媒介にしてのコミュニケーションは、解釈学的コ

ミュニケーションと言える。このコミュニケーション、ディアローグの場では、対話の参加者は柔軟な精神（「間

文化意味論的思考」）を解釈学的コミュニケーションとして具現化する。そのようなコミュニケーションが成り立

つ水準が、根源的ヴィジョンをホンヤクする水準であり、解釈学的コミュニケーションの水準である。間文化的意

味論の表現では、柔軟心は汎文化性を帯びた言語アラヤ識の現勢態であり、すなわち、「思惟の柔軟性」は「間文

化意味論性」である。

６　場の哲学

　場やフィールドの哲学は根源的ヴィジョン、その意味化、言語化されたヴィジョンの相互理解の場までを思索対

象にする。井筒は、「哲学的意味論」として深めてきた彼の言語哲学に、「意味論的解釈学」という可能性を加え

た。この解釈学は、パロールやエクリチュールという言語現象を扱う。その時は第一に以下の様々なアスペクトか

ら意味フィールドを現象記述として描き出すことを主張する。それらは、パロールがもつ様々な水準の状況が確定

する様々な意味、様々な水準におけるレトリックが持つニュアンス、エクリチュール内部の意味構造、エクリ

チュール外の文脈（歴史的背景や、発話ないし記録された状況）が確定する意味構造である。つまり、第一操作

は、様々な状況でどのようにラングに言語記号のコードとして顕在化された形で登録されている意味的諸単位が具

体的な意味へと限定されているかを記述することである。これを水平的アプローチと井筒は呼ぶ。第二に、具体的

な意味へと顕在化された意味単位が、限定されるときに、何を排除したかをも記述しなければならない。つまり、

非活性的な潜在的意味単位の働き方も記述しなければならない。なぜなら、様々な状況だけが、意味単位を確定し

顕在化させるのではなく、顕在化しなかった意味単位の働きも、テクストの意味を、目立たない仕方で決定してい

るからである。このアプローチを井筒は垂直的アプローチと呼ぶ。それは、下意識的水準があることと対応して、

意味構造にも顕在的な水準と潜在的な水準を認めるからだ。井筒は、活性的な言語行為を水平的なものとして理解

するので、非活性的な水準の意味を下部構造として理解する。水平的および垂直的アプローチは、理解・解釈に必

須というのが井筒の考えである 60。

　垂直的アプローチは、確定されておらず非限定的で流動的な意味の働きを、記述すること、つまり意識させるこ

とである。したがって、意味論的流動性をそなえた理解・解釈は、コミュニケーションをも流動的で柔軟にする。

なぜなら、各対話者が、流動的で柔軟な意味論的下部構造を、一つの意味フィールドを明確に自覚する主体になっ

ているからだ。「従ってこの特殊な出来事に参加する二人の人間の各々は、本源的非言語の垂直的言語化の場であ

ります。二人の人間、二つの実存、すなわち非言語の自己言語化の互いに平行する二つの実存機構が、相関的展開

の過程において、互いに刻々呼び合い応じ合いつつ、瞬間ごとに全く新しい対話的場面を創造していく」61。

　異文化理解には、解釈学的コミュニケーションが必要である。言語的・文化的背景や歴史的背景、および各言語

の意味論的下部構造が、どのようにテクスト（エクリチュールであれパロールであれ）を理解させるかをその都度

の状況下で決定する。したがって、異文化理解が求められる場合は、言語的・文化的背景や歴史的背景、および、

異言語の意味論的下部構造をも含めたコミュニケーションが求められる。このような解釈学的コミュニケーション

には、解釈学的柔軟性をもった主体が、垂直的言語化の場になる。

　垂直的言語の理解には意味論的解釈学が必要になる。意味論的解釈学は、その「哲学的意味論」によって、意味

論的下部構造をも含めた意味フィールドを記述する。それゆえに、またそれを通してのみ、言語的・文化的・歴史

的背景を全く異にする異文化理解「ホンヤク」が可能となる。意味フィールドを記述することによって、異文化の

普遍者同士が比較されたり影響される。これを通して「間文化的普遍者」が成立することはすでに確認した。「間

文化的普遍者」は、逆にまた、異文化間対話に肯定的なきっかけを与え、先の引用のように「全く新しい対話的場

面を創造していく」だろう。あるいは、普遍者同士の比較が異文化間で組織的に行われるなら、新しい哲学や文化

が創造されるだろう。これが井筒が求める対話の形であり、ここで述べる場の哲学の形成である。
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　一つの実存が、一人の人間が、本源的非言語の垂直的言語化の場として、瞬間ごとに全く新しい対話的場面を創

造していく働きは、井筒の意味での、意識フィールドの成立であることは確認した。この実存は、言語フィールド

を、つまり意味論的下部構造の全体を理解し解釈する。言い換えれば、異文化理解においては、この実存は、ラン

グに言語記号のコードとして顕在化された形で登録されている意味的諸単位だけでなく、下部構造の潜在的意味を

記述するディスクールへと鍵概念を書き換えることで、異言語を「ホンヤク」する。ここに志向性の本源的な水準

をどう理解しようとするかという井筒の企図を見ることもできるだろう。ここでは、井筒がより重要視すると考え

られる意味フィールドとしての柔軟心を追求しよう。

　この意味的に柔軟な実存は、禅が修行や詩歌が創り出す主体性である。井筒の考えでは、禅は言語をフンボルト

やサピア＝ウォーフの仮説のように捉えるが 62、積極的、建設的にこの事実に対処する点で異なる。意識構造を根

本的に練り直し、認識を変えることで、認識範型、分節形態、分類法を変化させる 63。つまり禅は最初にラングに

言語記号のコードとして顕在化された形で登録されている意味的諸単位を捨てさせ、「言語によって決定された意

味的範疇の枠組みから抜け出す」64 ことでこの意味論的実存を達成させる。それによって、「言語の区分け形式に

よって歪められた「現実」の姿を、言語ぬきの、新鮮で潑剌とした直接のヴィジョンで置き換えなければならな

い」65。

　言語の区分け形式によって歪められた現実という言い方は、現実を直接認識できないというフンボルトとサピア

＝ウォーフの仮定に対応する。井筒は「直接的ヴィジョンにおいて現れてくる「現実」は完全な形而上的無限定者

でなければなりません。全然区分けがないのですから当然そうなるはずです」66 と述べ、完全に概念相対主義者の

表現を模倣する。概念相対主義は、言語的意味のヴェールが現実を歪めさせ、言語ごとに歪め方、認識、ゆえに文

化が異なると考える。概念相対主義の批判者たちは、概念相対主義では、独我論、共約不可能性、翻訳不可能、つ

まり異文化が理解できないという結論に至る。概念相対主義を批判する人たちのように、言語が直接に現実を指示

すると考えれば、翻訳不可能論は解消できる。

　だが、井筒にとって、この解消法は、「漠然とした意味的近似値」としての「言語的普遍者」だけでコミュニ

ケーションする（あるいは翻訳する）ことを意味する。それは「巨視的次元」における言語理解である。そのと

き、「痛烈な実存的状況」は排除され、様々な水準の状況が脱コンテクスト化され、意味論的下部構造は自覚され

ていない。言語は「微視的次元」も持つ。上述の、潜在的意味機能、意味論的下部構造の働きの水準である。「巨

視的次元」は、言語的普遍者の水準なので、必ずしも水平的アプローチに相当しない。しかし、垂直的アプローチ

は「微視的次元」に焦点を当てるといえるだろう 67。

　井筒の解釈学は文化形成的解釈学と他者理解の解釈学に分かれる 68。他者理解の解釈学はテクストを状況性に引

き戻して意味論的下部構造からテクスト、すなわち他者を理解することである。文化形成的解釈学は、意味論的下

部構造を他者を投入して創造的に活性化することである。よって、解釈学的コミュニケーションも、意味論的下部

構造の理解としての他者理解をおこなう他者とのコミュニケーションと、他者との関わりの中で新しい文化を形成

していく意味での解釈学的コミュニケーションとに分かれると言えよう。そして、いずれにしても、意味論的下部

構造を問題にするので、いずれの解釈学においても、井筒は水平的および垂直的アプローチを解釈学に措定してい

ると私は考える。解釈の両アプローチは、意味論的に組織される様々な場、意味フィールドに向けられ、理解する

とはフィールドの意味組織を意味論的に記述することなのだ。

　井筒は「直接のヴィジョン」が直接性を失わず自己言語化することを記述する議論をしていた。「形而上的一者

は絶対未分節の言語、言葉以前の言葉、それ自体は絶対の沈黙であり、まだ言葉として分節作用を全く現わしては

いないけれど、しかも無限に自己を意味的に分節していくことのできる根源的非言語と考えることができます。西

洋流の表現を使えば Verbum Aeternum とでもいうところでしょうか」。井筒は、現代哲学の主流とは異なり、現

代哲学が排除する形而上学的体験、根源的ヴィジョンを前提にする。もし、ここで「読む」ということが問題に

なっているなら、まず「根源的ヴィジョン」がなんであれ、我々は言語的テクスト─それが母語であれ外国語であ

れ─からそれを理解せざるを得ない。従って「根源的ヴィジョン」を主題とする諸テクストを意味論的分析や意味

論的解釈学の対象にすることは不可解ではない。不可解に思われ得るのは、「根源的ヴィジョン」が「完全な形而

上的無限定者」であることだ。これは通常は理解を越える。しかし井筒はこれを理解する方法を構築した。意味論
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的垂直的アプローチを行うことで、「根源的ヴィジョン」は記述可能、翻訳可能、共約可能になる。

　井筒における「根源的ヴィジョン」は「形而上的一者」を指すこともある。が、ラングのコード化によって限

定・確定・実体化されない、意味論的下部構造の働きも指す。また相互的関係における主体の体験を意味している

とも思われる。それを私は、柔軟な意味フィールドとしての主体の体験の現場とみなしてきた。それは、非言語の

自己言語化の現場、本源的非言語の垂直的言語化の場である。つまり、主体は、それぞれが、その都度の状況ごと

に異なる意味を示すフィールドである。状況の差異化は意味の変化をもたらす。それは、たちどころに、主体性の

変化に結果する。意識構造がその都度練り直され、認識の変化が、範型、分類法を変化させる。

　このように考えれば、「根源的ヴィジョン」が「形而上的一者」を含意しようとも、またその言語化を「分節」

と呼び、言語ごとに異なる分節ゆえに意味のヴェールが異なるから世界像が異なると井筒が述べようとも、さらに

井筒自らその言語論がフンボルト、サピア＝ウォーフに基づくと述べようとも、概念相対主義とは異なる言語観を

彼は提示すると言わざるを得ない。井筒の考えでは、言語・認識・意識のフィールド構造は、流動的で柔軟であ

り、常に変化する。「形而上的一者」でさえ、絶え間ない変化あるいは出来事として捉え、井筒は言語以前の「非

言語」とも呼ぶ。井筒理論は、その非言語の自己言語化を力動性とともに記述し、翻訳できると主張する。彼の観

点から述べるなら、概念相対主義が翻訳不可能という不可解な結論に到達するのは、言語も認識もそれらと現実と

の関係も固定的かつ実体的に捉えるからと言えよう。逆に井筒は、概念相対主義の批判者達を、彼らが普遍者ばか

りに注目して、絶え間なく変化する状況ごとに変容する意味論的ネットワークを理解すべき「意味」から不当に除

外すると、批判する。この論旨を表現するために、井筒は、水平的および垂直的アプローチ、巨視的および微視的

次元、意味論的潜在性や意味論的下部構造というタームを用いているのだ。

７　結

　井筒の学問的歩みを回顧的に振り返ると、井筒は三つの学問的区分を経て、三つの学問的領域を形成して、最終

的には、一つの大きな哲学的プロジェクトを企図したと言える。井筒のプロジェクトを一つの構造体として眺めた

場合、根源的ヴィジョンを様々な水準・状況から意味論的に記述し理解することを、井筒は哲学的プロジェクトと

した。それは、間文化的対話、異文化間理解に、重要な貢献をなすであろう。

　井筒は彼の意味論的記述方法によって「根源的ヴィジョン」が記述できるだけでなく、異文化あるいは過去の文

化の「哲学的思惟が自然にでてくる」と考えた。井筒が「根源的ヴィジョン」の記述にこだわり、その分節化が個

人をそして文化を規定すると井筒は概念相対主義的レトリックを用いて表現した。概念相対主義の成立不可能性の

根拠がデヴィッドソンによって指摘された。だが井筒は概念相対主義的レトリックを用いながら、そして井筒自身

も概念相対主義の考え方の一部を採用しながら、反対者が指摘するアポリアを独自の方法で克服しようとした。

　概念相対主義の成立不可能性の根拠がデヴィッドソンによって指摘されたあとでも、井筒は「根源的ヴィジョ

ン」「形而上的一者」の言語化に、そして「意味のヴェール」に執着した。井筒は、この言語化の出来事の場に、

言語・認識・意識のフィールドという様々な側面を見出している。様々なアスペクトが、自己言語化する極同士の

間で、瞬間ごとに全く新しい対話的場面として自己を創造していく。井筒が理解する「根源的ヴィジョン」「形而

上的一者」は、「瞬間ごとに全く新しい対話的場面を創造していく」働きであり出来事である。そこでは、「非言語

の自己言語化の互いに平行する二つの実存機構が、相関的展開の過程において、互いに刻々呼び合い応じ合」う対

話が生起する。

　「意味のヴェール」が現実を直接に経験し指示することを阻むと概念相対主義者らは主張する。彼らにとって、

これが概念的枠組みであり、これが、異言語間の翻訳は不可能である原因だ。この思考は、形而上学的妄想であろ

う。井筒も同じことを言う。だが、井筒にとって意味のヴェールは、顕在的および潜在的意味単位の全体を含む意

味フィールドであり、井筒はそれを解釈することがニュアンスの違いをホンヤクすることになると考える。母語で

あろうと外国語であろうと、このような解釈学的操作が求められる。とくに、外国語のテクストを理解するために

は、そして、本当の対話のためには、このような意味論的解釈学を用いなければならない。それによって、本当の

対話が行われる空間を創設しなければならない。本当の対話のための方法は、井筒にとっては「東洋哲学」という
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新しい哲学の構築の方法であり、同時に、新しい哲学は、間文化的対話のフィールドをも形成する。

　翻訳不可能性は上述したような流動的な出来事を現実だと捉えず、経験を実体化するところから導き出される。

批判者たちは言語普遍者にのみ注目して垂直的アプローチをとらず、意味論的下部構造を記述に含めたコミュニ

ケーションを考えないから、短絡的に不可知論へ至る。井筒はこう考えただけでなく、解釈学的コミュニケーショ

ンによる間文化的意味論、および間文化的普遍者という普遍語の構築を、哲学的プロジェクトの主要内容にしてい

た。間文化性と間文化的翻訳（「ホンヤク」という書き方で通常の翻訳から区別される間文化的意味論性を主題と

する異文化理解）へと展開する「根源的ヴィジョン」は、一部のエリートしか到達できない神秘主義の境地ではな

い。もちろん、解釈学的コミュニケーションも意味論的解釈学も、誰でも容易く瞬時に行いうる操作ではないが、

絶えず実践し続けねばならない営みである。異文化、異言語、他者を、人間を理解するには、意味論的解釈学とい

うそれ相応の絶え間ない努力を尊重し、ともに実践せねばならないという理念が井筒の場の哲学にあるといえるだ

ろう。
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新実在論とマルクス・ガブリエル 
─世界の不在と「事実存在」の問題─

中島　　新

はじめに

　本稿の目的は、マルクス・ガブリエルが現在論じている「新実在論」がどのような思想展開として位置づけられ

るのかを検討し、そのうえで彼の「新実在論」において展開される「事実存在〔実存〕Existenz」概念を明らかに

することにある 1。彼自身の研究はそもそもシェリング後期哲学の「神話の哲学」研究をその基礎としているが、

それだけにとどまらず認識論や懐疑主義、分析哲学までその幅を広げている。「新実在論」とは彼が現在中心的に

論じているテーマのひとつであり、本稿では特にそこで重要な概念として登場する「事実存在」について詳しく論

じることにする。「新実在論」とは、彼によれば「ポストモダン以降」の時代における新しい哲学的展開だとされ

るが、しかしその内実は論者によってさまざまであり統一的な見解があるわけではない 2。しかし少なくとも、彼

の主張する「新実在論」は、彼自身のシェリング研究の延長線上にあるものと理解できる。彼の問題意識は「世界

Welt」と「事実存在 Existenz」をめぐる問いに収斂される。これはまさに彼がシェリング研究を通じてつかんだ

問いであり、その全面的な展開が、現在の彼の議論に繋がっていると考えられる。

　本論文ではまず彼のシェリング理解について検討し、そこで提示される「世界とは何であるか？」という問いが

いかなる意味を持つのかを明らかにする。さらに、彼の新しい理論展開を示した『なぜ世界は存在しないのか
Warum es die Welt nicht gibt 』（以下『世界』）においてどのようにその問いが「新実在論」と結びつくのかを見る。

そのうえで、『新実在論 Der Neue Realismus 』所収の彼の論文である「実在論的に考えられた事実存在」（以下『事

実存在論文』）において、とりわけ「事実存在」という概念によって特徴付けられる彼の「新実在論」の構想がど

のような哲学的プロジェクトであるのかを明らかにしたい。

１．「世界」という問題設定

　ガブリエルは『神話における人間 Der Mensch im Mythos』（以下『神話』）において、後期シェリングの「神話の

哲学」を中心に議論を展開している。その序論でまっさきに挙げられる問いは、「世界とは何であるか？」

［DMIM:1］という問いである。この問い自体はシェリングの初期思想から一貫しており、西洋形而上学へのシェ

リングの取り組み（あるいは対決）の原動力となった、しかも今日にも通じる問いだと捉えられている。

	 シェリングがその〔思想の〕開始初期から集中して取り組み、彼を西洋形而上学の伝統全体への絶え間ない取

り組みへと駆り立てた問いは、〔…〕従前どおり非常にアクチュアルである。［DMIM:1］

もちろん、ガブリエルが『神話』において展開する議論は、シェリングの「神話の哲学」の解釈を目的としている

から、その文脈から切り離して議論することは適切ではない。しかしながら、「世界とは何であるか？」という問

いをシェリング哲学の課題として取り上げ、それが今日的意義のあるものだと示す企ては、既に彼のシェリング解

釈に内在していたことがここで確認できることは重要である。というのも、この「世界」を巡る問いは『神話』以

論文
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外の著書でたびたびくり返されることになり、明らかにガブリエルの思想の中心問題となっているからである 3。

それがとりわけ『神話』においては、「神話の哲学」解釈によって「西洋形而上学の古典的問題に対するシェリン

グの答えを詳細に追及すること」［DMIM:1］によって取り組まれているのである。

　それでは、ここで言われる「西洋形而上学の古典的問題」とは何を意味しているのだろうか？それはもちろん

「世界とは何であるか？」という問いに表われているが、ガブリエルは、それが形而上学において問われる際には、

「存在者 Seiende の全体への（換言すれば世界そのものへの）形而上学的な問い」［DMIM:2］であると規定する。

すなわち、西洋形而上学における「世界」とは、厳密には「存在者の全体」としての「世界そのもの」を意味して

おり、西洋形而上学はそうした世界を問題としてきたということが指摘されている。それゆえ、「世界とは何であ

るか？」という問いに取り組むことで、シェリングはこうしたギリシア以来の西洋形而上学の伝統的な「世界」理

解を再検討することになり、ガブリエルはこの点にヘーゲルとの共通性を見出している 4。

　しかしながら、ここでは同時にヘーゲルとの差異も指摘される。それは、シェリングの後期哲学に見られる「絶

対的観念論の保留」［DMIM:2］という立場である。ガブリエルは絶対的観念論の特徴を、存在者の全体を「総体

性」として把握する点に見ており、絶対的観念論に距離を置くシェリングの立場を次のように指摘する。

	 シェリングはヘーゲルとは違って、理性の二重化された外部を考慮に入れている。まず一方で
0 0 0

、世界の事実存

在という純粋事実 Faktum は存在の概念
0 0

へは還元できない。理性についての事実存在は諸個別物あるいはわ

れわれのような理性的存在者 Wesen についての事実存在と同様に、概念には還元できない。他方で
0 0 0

、理性の

事実存在を自らにとって透けて見えるようにすることは理性の歴史に属しており、それはカントの理性批判に

おいて模範的に遂行された。その際に理性は精神が自身の事実存在を超越 Transzendenz することを発見し、

そのことは、存在 Sein を超えて、すなわち古典的意味において超越的である絶対的精神への展望を開くので

ある。［DMIM:2］

ここでは、二つの意味で「事実存在」が理性の外部で設定されることになる。つまり、一つ目の意味では、事実存

在が「概念へと還元不可能であること」により理性の外部に置かれている。この場合は事実存在が概念へと還元で

きないことから、その把握不可能性を「外部」としている。二つ目の意味では、理性の歴史においても、精神自身

が自己の事実存在を超越することにより、理性の外部へと置かれている。この場合は事実存在を「理性の歴史」に

おいて把握しようとするが、それが精神の自己超越の過程においては、既に超越されてしまったものとしか示せな

いために、もはや「事実存在」ではなくなってしまっていることを「外部」としている。いずれにせよ、ここでは

理性にとって事実存在はつねに「外部」であり、把握することはできない。つまり理性の「限界」を理性の外部に

設定している。この点でまさにシェリングはヘーゲルと立場を異にする。

	 　これによってシェリングの後期哲学は、絶対的なものについての別の偉大な哲学、ヘーゲル哲学と対決する

ことになる。ヘーゲル哲学は、無限なものあるいは絶対的なものを次のようなものとして理解する。つまり、

もはや限界を外へともたずに自らを自ら自身のうちで差異化し、それによって確証されいわばそのように自身

の下へ引き返すものである。［DMIM:2］

シェリングとヘーゲルの係争点は、まさに「限界」の設定の仕方に由来している。シェリングはあくまで理性の外

部に「限界」を設定しており、ヘーゲルはその限界が絶対的なものによって乗り越えられるものと考えている。

「ヘーゲルが理性のどんな限界も止揚し、絶対的なものを、自らを自ら自身と媒介している総体性として叙述しよ

うと試みた一方で、後期シェリングは、観念論的理性の流域 Einzugsgebiet が再び限界付けられる必要があると考

えた」［DMIM:3］のである。こうした「限界」を巡る問題は、そもそもカントの理性批判に対するそれぞれのリ

アクションと考えることができる。というのも、「理性の限界を内側から線引きするという試みは、もちろん既に

カントが披露した」［DMIM,	S.3］からである。しかしながらガブリエルはその試みに問題を見て取る。というの

もその試みは、理性そのものを審議にかけ揺さぶるものではなく、「理性の暴走を阻止する」［DMIM,	S.3］ために
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行われたからである。このことによってむしろ、「理性にとって原理的には決して意のままにされ得ないもの」

［DMIM,	S.3］について理性の立場から積極的に判断することができるようになる。つまりあくまで理性による把

握の立場は揺るがないのである。

　もちろん、シェリングも理性そのものを否定しているのではない。というのも、あくまで「理性の限界を内側か

ら線引きする」ことはカントと同時にシェリングもまた試みているからである。しかしながらその試みは、「理性

は根本的に他のもの Anderes に依存せざるを得ない」［DMIM,	S.3］という主張に繋がっている。つまり先ほども

確認したように、理性はつねに自身の「外部」を残しており、まさにそのことによって理性は自身の限界を線引き

しているのである。ここで決定的に重要なのは、この理性の外部、すなわち「他のもの〔他者〕」が残されること

である。ガブリエルによれば、この他のものこそ、「（いまだ）完全には、絶対的で思弁的な主体性の自己関係へと

埋没して消えることのない在るもの etwas」の余地を理性のうちに残すものなのである。つまりシェリングがカン

トやヘーゲルに対して取っている距離は、理性による把握の立場や、絶対的観念論の立場との距離を表しており、

その際に重要なのは、理性そのものをその外部との関係から問い直す視点をシェリングが提供するということであ

る 5。『神話』においてそれは「神話」を巡る問題において展開される。しかし『神話』以降の議論においては、

問いそのものは変わらず「世界」に向けられているが、理性とその外部の問題は存在論的な「事実存在」概念にお

いて検討されることになる。

２．「世界」の不在と「事実存在」

　ガブリエルは「新実在論」という構想を、『なぜ世界は存在しないのか』において詳述している。同書は一貫し

て「世界は存在しない」という主張に貫かれているが、ここで確認しておくべきは、そこで言われる「世界」の意

味と、「存在する」ものとしての「事実存在」の理解である。まずはここで「存在しない」と言われる「世界」に

ついてのガブリエルの論述を確認しよう。

	 　私は本書の中である新しい哲学の根本命題を展開しようと思う。その哲学は、ある単純な根本思想、すなわ

ち世界が存在しないという根本思想を出発点にする。〔…〕世界が存在しないという根本命題は、そのほかす

べてのものは存在するということを含む。［WARUM,	S.9］

ここで「新しい哲学」と言われるのはまさに「ポストモダン以降」の時代の哲学を指しており、「新実在論」の構

想を念頭においてのことだが、この引用では二つのこと、すなわち「世界は存在しない」ということと「そのほか

すべてのもの〔世界以外〕は存在する」ということが重要である。ここではひとまず確認のみにとどめ、続く論述

を見てみよう。

	 　本書の二つ目の根本思想は新実在論
0 0 0 0

である。新実在論は、いわゆる《ポストモダン》以降の時代を特徴付け

るひとつの哲学的態度である。〔…〕したがって新実在論はまずもって、ポストモダン以降の時代に対する名

称に他ならない。［WARUM,	S.9f］

ガブリエルは同著において、「世界の不在とそれ以外の存在」を「新実在論」というポストモダン以降の哲学的潮

流を踏まえて説明しようと試みていることが分かる。既に『神話』でガブリエルが提示した「世界とは何である

か？」という問いに対して、ここでは世界は「存在しないもの」であるという回答が出されていることになる。し

かしなぜ、「それ以外」のものは存在し、「世界」は存在しないのであろうか。まさにこの点で、ガブリエルの「世

界」と「事実存在」の理解が重要となる。ガブリエルは「形而上学」と「ポストモダン（とりわけ構成主義）」に

おける「世界」理解を次のように説明する。

	 　形而上学
0 0 0 0

は世界全体の理論を展開する試みとして定義されうる。形而上学は、世界が現実性においてどうあ
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るのかを記述するもので、世界がどのようにわれわれに現れるか、どのようにわれわれに現象するのかを記述

するのではない。〔…〕それに対してポストモダンは、われわれに現象する諸事物のみ
0 0

が存在するのだと反論

する。そもそももはやその背後には、いかなる世界や現実性そのものも存在しない。［WARUM,	S.10f］

ガブリエルが指摘するように、ポストモダンの主張というのは形而上学の主張の変種にすぎない 6。というのも、

ポストモダンにおける「現実性」が「われわれに現象する」ことと同義だと捉えられる限り、ポストモダンは現実

性における諸事物の存在を主張しているからである。つまり「現実性」理解そのものが変わることにより、形而上

学とポストモダンは結びつくことになる。それは反対に、ポストモダンが形而上学と同じ問題、すなわち「現実性

を一面的にしか把握していない」という問題を抱えることにもなる 7。ガブリエルは、この両者の問題点を踏まえ、

それらの立場と新実在論の立場の違いを次のような例によって示す。

	 　なぜ新実在論が世界へのある新しい態度を必然的に伴うのかを理解するために、われわれはある単純な例を

選び取る。アストリートがちょうどソレントにいてヴェスヴィオ火山を見ていると想定し、他方でわれわれ

（つまりあなた、愛すべき読者と私）がちょうどナポリにいて同様にヴェスヴィオ火山を観察しているとする。

つまりこのシナリオにおいてヴェスヴィオ火山は存在し、アストリートから（すなわちソレントから）見られ

たヴェスヴィオ火山とわれわれから（すなわちナポリから）見られた火山が存在する。［WARUM,	S.14］

こうした条件設定の下で、まずは形而上学的にこのとき何が存在すると主張されるのかが示される。

	 　形而上学は、このシナリオにおいてはある唯一の現実的対象すなわちヴェスヴィオ火山が存在すると主張す

る。この火山はちょうど偶然にもあるときはソレントから、またあるときはナポリから観察されているが、そ

のことがしかしおそらくほとんど火山を動かすことはあるまい。誰がその火山に関心を持とうと火山にとって

は関係が無いのだ。これが形而上学である。［WARUM,	S.14］

形而上学の考え方からすれば、唯一の対象すなわち「ヴェスヴィオ火山」そのものしか存在しないことになる。つ

まり形而上学にとってはこの場合観察者が誰であるのかは問題とならず、現実的な対象である火山そのものの存在

だけが主張されるのである。そこでは当然、どの視点からでも見られているのは同じ一つのヴェスヴィオ火山であ

り、視点に応じてその火山の存在が分けられることは無い。しかし同じ条件設定の下でも、構成主義の立場に立つ

と次のような主張になる。

	 　それに反して構成主義は、このシナリオにおいて三つの対象が存在すると想定する。つまりアストリートと

あなたとわたしにとっての火山が存在する。その背後にはそもそもいかなる対象も存在しないか、われわれが

いつか認識することを期待できるような対象が存在しないかのどちらかである。［WARUM,	S.14］

形而上学の立場とは異なり、構成主義の立場においては視点の数だけヴェスヴィオ火山が存在することになる。つ

まり誰によって見られているかが、ヴェスヴィオ火山の存在を変えているのである。それと同時に、構成主義の立

場においては観察者のいない存在はそもそも存在せず、つねに誰かの視点に依存してのみ存在が成立するのだか

ら、形而上学の立場で主張されるようなヴェスヴィオ火山「そのもの」というのは存在しないことになる。

　こうした形而上学と構成主義の立場を踏まえた上で、ガブリエルはさらに同様の条件下で、「新実在論はそれに

反して、このシナリオには少なくとも四つの対象が存在すると想定する」［WARUM,	S.14］のだと主張する。そこ

でまず存在すると言われるのは、以下の四つである。

①ヴェスヴィオ火山

②ソレントから見られたヴェスヴィオ火山
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　（アストリートの視点）

③ナポリから見られたヴェスヴィオ火山

　（あなたの視点）

④ナポリから見られたヴェスヴィオ火山

　（私の視点）

この新実在論の主張が、形而上学やポストモダンとどのように異なるのかを確認しよう。まず形而上学と異なるの

は、①以外の存在を認める点である。つまり、特定の視点に依存したヴェスヴィオ火山の存在を認めるということ

である。さらに構成主義と異なるのは、①の存在を認める点である。つまり、特定の視点に依存せず独立している

「そのもの」の存在を認めるということである。このことから、新実在論の特徴は、「事実についての思考

Gedanke が、われわれがそれについて思案する nachdenken 事実と同等の正当性を持って事実存在することを想

定する」［WARUM,	S.15］点にあると言われる。つまり新実在論は、形而上学で言われる「そのもの」や構成主義

で言われる「観点依存的な対象」もすべて「事実存在」として認めているのである。それゆえ新実在論にとって

「世界とは単に見る者無き世界でも単に見る者の世界でもない」［WARUM,	S.15］のである。

　しかしそれならば、同様に「世界」もまたわれわれが思考しうるものとして事実存在すると認めてよいのではな

いだろうか？しかしそうした疑問に反論してガブリエルは次のように述べる。

	 　なぜ世界が存在しないのかを理解するためにさしあたり、或るもの etwas が存在するということはそもそ

も何を意味しているのかが理解されねばならない。或るものが世界の内に出現する場合にのみ一般に或るもの

が存在する。〔…〕いまや世界それ自体は世界の内に出現しない。少なくとも私は世界それ自体をいまだ見た

ことがないし、感じたことも味わったこともない。仮にわれわれが世界について思案するとしても、それにつ
0 0 0 0

いて
0 0

われわれが思案するところの世界は当然そこにおいて
0 0 0 0 0 0

われわれが思案する世界と同一ではない。

［WARUM,	S.22］

ここでまさしく、ガブリエルのいう「存在すること」の意味が問題となってくる。ここでは「在るもの」が存在す

ることは「世界」のうちにあることを意味しているとされる。ここでの世界がまさに前節の最後で述べられた「存

在者の全体」としての世界であることが分かる。シェリングが否定した「存在者の全体」としての世界こそ、ここ

でガブリエルによって否定されている「世界の存在」なのである。つまり、「世界」のうちに生じるもののみが存

在すると言われるとき、そこで生じるものを存在たらしめる「世界それ自体」は、「世界」のうちに生じてはいな

いのだから、「世界」は存在しないことになる。ガブリエルは「事実についての思考」も事実存在することを認め

ているが、既に見たように「存在者の全体」や「そのもの」としての世界理解はガブリエルには受け入れられない

想定であるので、それはもはや「事実についての思考」ではない。このことから、「世界は存在しない」とされる

のである 8。

　ガブリエルはこうした論証により、シェリング解釈から引き出した「世界とは何であるか」という問いに対し

て、シェリングと同じく「存在者の全体」としての世界理解を否定することで答えようとしている。しかしガブリ

エルの論証は、もう一つの大きなテーマを設定することになる。それは、「世界以外」としての「事実存在」の成

立に関する問いである。すなわち、「事実存在とは何であるか」という問いが、世界の不在を論証した後のガブリ

エルの新たな問いとなるのである。「したがって、そこにはまったくいつになってもどこにも見る者の存在しない

世界においてどうやって見る者が存在しうるのかが説明されなければならない。この課題は、本書で新しい存在論

Ontologie の導入により解決される。〔…〕存在論において最後には事実存在の意味が問題になる」［WARUM,	

S.16］9。
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３．『新実在論』におけるガブリエルの主張─「実在論」の区別

　「世界の不在」と「事実存在の存在」を巡る問いを「存在論」の領域で考察する必要があることが、前節までで

明らかになった。またそこでの「存在論」とはポストモダン以降の時代を表す「新しい存在論」である「新実在

論」を意味している。『世界』ではあくまで「存在しない」世界との対比で「存在する」ものとして「事実存在」

について語られていた。しかし『新実在論』においては「世界」というテーマは背景に退き、実在論自体の詳しい

理解と「事実存在」というテーマが代わりに強調される。ガブリエルは『新実在論』全体の序論において、各論文

の解説をするにあたり、全体を概観して次のように「新実在論」の特徴について述べている。

	 　新実在論の眼目は次の点に見られる。新実在論は、伝統的に実在論の立場に有利な材料を与えていた、疑う

余地のない現実性を、はじめから《外的世界》や《自然》と同一視はしないのである。［ERG,	S.9f］

ここで挙げられる「新実在論」の特徴は、「現実性」を「外的世界」や「自然」と同一視しないという点にある。

それぞれの概念の厳密な定義は差し当たり省くが、ここで重要なのは、これまでの実在論に対して有利に働いてい

た「現実性」を、「外的世界」や「自然」といった事物といったん切り離す点である。ここで「外的世界」や「自

然」といった言葉で想定されているのは、自然主義や物理主義、自然科学的な世界理解のことである 10。つまりガ

ブリエルは、そうした物質中心主義的な現実理解に対して懐疑的であり、いったん距離を置こうとしているのであ

る。これは単純な対立関係から言えば反実在論の議論を採用しているようにも見えるが、しかしながらここでいわ

れる「新実在論」の眼目とは、「実在論」自体をより洗練させることを意図しており、一般に対立させられる「観

念論 / 実在論」や「認識論 / 存在論」といった区別をより広い実在論の側で捉えなおそうとするものである。そし

てこの論文はまさにその点を「事実存在」の検討から明らかにするものであり、「新実在論」という試みの基本線

を示している。

　さて、ガブリエルはその試みを展開する際に、まず「実在論」と呼ばれるものがいかなる議論であるかを、対立

概念としての「反実在論」の領域を示すことで明らかにしようとする。彼はとりわけ「構成主義」と「観念論」を

取り上げ、「反実在論」に属するものとして検討を重ねていく 11。ここでの「反実在論」の特徴は次のように述べ

られる。

	 　したがって反実在論の決まり文句は次のように述べる。それが理解されるが「故に」あるいは「そのことに

よって」のみ、対象領域に起こっているすべてのことが事実存在するのだということが少なくともある対象領

域には妥当する〔ということを意味する〕。［ERG,	S.172］

ここで言われる対象領域とは、例えば「色」など特定の事物の種別のことであり、反実在論はそれら対象が「理解

されるか否か」という点に事実存在の可否を求めている。つまり反実在論による対象の説明は、その対象をわれわ

れが特定の仕方で「理解」したとき、初めて「事実存在」と呼ぶにふさわしいものとして認めるというものであ

る。「色、意味、心情や価値などは反実在論的構成のための現代的候補者である。というのもそれらは、自身が特

定の仕方で理解されるときのみ事実存在するのだという印象を与えるからである」［ERG,	S.171］。この場合には当

然、われわれに特定の仕方で「理解されない」ものは「事実存在」しないものとして扱われる 12。しかしガブリエ

ルは、こうした「反実在論」的な仕方では、例えば「精神」や「モラル」といったものはどのような扱いになるの

か、そしておそらくそれらが「事実存在」しないものとして扱われるのではないかと危惧する。この点をまさに

「実在論」と「反実在論」の議論の核だとして、今まで述べてきた反実在論とは異なる、「存在論的実在論」の定式

化を試みる。この「存在論的実在論」と、対となる「（存在論的）反実在論」は次のように区別される。

	 　存在論的実在論は存在論的反実在論とは違って、或るもの etwas が事実存在することが何を意味するかを

完全に理解するためには、われわれが一般に事実存在の理解を超えて何も理解する必要がないということを主
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張する。［ERG,	S.174］

「（存在論的）反実在論」の特徴は、何かについてそれが特定の仕方で「理解されない」のであれば「事実存在しな

い」ものとして扱う点にあった。それに対して「存在論的実在論」は、或るものを「事実存在」として扱う際に

は、それが何であるかは問題ではなく、われわれの「理解」に依存していないと主張している。つまりわれわれは

或るものについてそれが何であるかを「理解」していなくても、それを「事実存在」として扱うことが可能とされ

る点に、「存在論的実在論」の特徴がある。

　しかし以上の区別から、「（存在論的）反実在論」と「存在論的実在論」がまったく相容れないとする議論は展開

されない 13。ガブリエルはむしろ、「存在論的実在論」が「（存在論的）反実在論」を含みこむ形で両立しうるもの

だとして、その点に「存在論的実在論」の重要な点があると考えている。

	 　存在論的実在論の要点は、実在論的に論じられなければならない対象領域と、反実在論的に論じられなけれ

ばならない対象領域との差異を、自身の側で、実在論的対象領域が実在論的にとどまることだと理解する点に

ある。［ebd.］

このように、「実在論 / 反実在論」の区別は「対象領域」の差異で表されるが、「存在論的実在論」は反実在論の対

象領域も含んだうえで、両者の区別は単に「実在論的対象領域」を反実在論の対象領域まで広げずに「実在論的」

なままにとどめた結果であると理解するのである。こうした議論から、ガブリエルの主張する「存在論的実在論」

は、反実在論の基盤ともなるような実在論的対象領域を確保する試みだと言える。つまり「厳密に言えば、存在論

的実在論は、局所的反実在論が支持できる場合には真でなければならない」［ebd.］のである。

４．「事実存在」とは何か

　これまでの考察から実在論と反実在論が「存在論的実在論」のもとでそれぞれの位置付けを持つことが明らかと

なった。しかし次に問題となるのは、ここで反実在論の基盤にあるとされた実在論的対象領域における「事実存

在」とはなんであるか、と言うことである。存在論的実在論で扱われる「事実存在」が「理解」を必要しないと言

われる際、われわれはこの実存をどのようなものとして扱わなければならないのか。その問いは、「事実存在とは

何か」を問うことによって展開される。『事実存在論文』第一節「事実存在とは何か？ Was	 ist	Existenz?」に入る

直前でガブリエルは次のような問いを立てる。

	 　問いはいまや、事実存在をまたただ、われわれが理解できなければ何も存在しなかったとわれわれが想定す

るという仕方でのみわれわれの理解に従属させることがないように、われわれがどのように「事実存在」を理

解しなければならないか、ということである。［ERG,	S.177］

「反実在論」が扱う「事実存在」は、それが「理解される」かぎりで実存と認められるものであった。つまりわれ

われの理解に従属することでしか「事実存在」しえないのである。しかしいまや、「存在論的実在論」の立場から

「事実存在」を扱おうとするとき、反実在論とは違った仕方で「事実存在」が扱われねばならない 14。問題は、存

在論的実在論にとっての「実存とは何か」を明らかにすることにある。ガブリエルはこの問いを決定的な問いと考

え、これを明らかにすることで「私がその際に存在論
0 0 0

Ontologie のもとで、何が事実存在
0 0 0 0

とそれに関連する概念を

意味しているのかという問いの体系的返答を理解する」［ebd.］ことを目指すのである。

　ガブリエルは哲学史をたどりながら「事実存在」の問題を概観した後、現代では「存在論的反実在論」が優勢で

あり、それに対抗する「古い形而上学的実在論」は乗り越えられていると分析する。そこで古い形而上学的実在論

は、次のように定義される。



182 新実在論とマルクス・ガブリエル─世界の不在と「事実存在」の問題─ 

	 　われわれは古い形而上学的実在論を明確に次のようなテーゼとして述べて定義する。それは、解釈上普遍に

特権を有するタイプの最大限様態的に強固な事実が存在するがゆえに、われわれは存在論的実在論を支持する

べきなのだというテーゼである。［ERG,	S.190］

こうした実在論においては、「特定」の事実にのみ「特権」的地位が与えられると理解される。そしてそうした事

実を認めることを、すぐさま「存在論的実在論」を支持することの理由としてしまう。つまり、われわれに「理解

される」こととは独立の特権的存在があると認めることになる。この点に「存在論的反実在論」は反論を企ててお

り、ガブリエル自身もそのことは正当だと考えている。

	 　そのことに対して存在論的反実在論が次のように反論するのは正しい。それによっていまや再び、特定のタ

イプの特定の事実階級や対象へ根拠なく存在論的に特権的地位が与えられているのだと。［ebd.］

こうしていまや、「実在論 / 反実在論」の区別は、「古い形而上学的実在論 / 存在論的反実在論」の区別として展開

される。われわれの理解によっては揺らぐことのない「強固な」事実を特権化することで「存在論的実在論」を支

持するという議論を、存在論的反実在論は否定する。というのも、そもそも存在論的反実在論は「理解される」こ

とが事実存在の条件であり、それはまた「理解される」点で存在論的には事実間での優劣がつかないことも意味し

ている。それがどのような理解であっても、理解自体の間で優劣は存在せずそれぞれの理解として成立している。

その意味で、古い形而上学的実在論による事実の特権化は、存在論的反実在論の立場からすれば「根拠なく」特定

の事実が特権化されていることになるのである。

　しかし以上の立場では、結局両者はお互いに相容れないまま二者択一の関係として残ってしまう。既に見たよう

に「新実在論」とは、「実在論 / 反実在論」の二者択一関係を、実在論の側から捉えなおすことで局所的に反実在

論を維持したまま実在論を展開する試みであった。ガブリエルは「新実在論の存在論への適用」という形でその試

みを展開する。

	 　それに対して私は新実在論の存在論への適用を提案する。私自身は「新実在論」を一般に次のような事実の

体系的承認であると理解している。それは、われわれの実在的なものについての思考がまさしくあらゆる他の

ものと同様に実在的 real であるという事実である。実在性は、或るものが最大限強固な事実のうちに埋め込

まれているかどうかには依存せず、単に事実に依存するのである。こうした根本理念を存在論へ適用すると、

私の考えでは事実存在を実在論的に考える新しい可能性が明らかになる。［ERG,	S.192］

ここでガブリエルは「新実在論」がある事実を体系的に承認するものであると述べる。その事実とは、「思考 Ge-

danke」が実在的 real という事実である。この「思考を実在的とする」という立場は、対立していた「実在論 / 反

実在論」のどちらとも異なる立場を提案している。というのも「思考」が他のものと同様に「実在的」であるとい

う立場は、特定の事実の特権化（古い形而上学的実在論）とも、われわれの「理解」にのみ基づいて全体へと敷衍

される「事実存在」理解（存在論的反実在論）とも異なる。実在性の一面化が古い形而上学的実在論と存在論的反

実在論の特徴だとすれば、その両者の一面性を廃棄した立場が「新実在論」の立場ということになる。つまり「こ

うした論述の要点は、最大限様態的に強固に特徴付けられなければならない対象領域があるのと同じく、それが当

てはまらない対象領域もあるということを承認する存在論的実在論にある」［ERG,	S.193］のである。そして、そ

うした存在論的実在論、「新実在論」における「事実存在」は、いまや次のように理解されることになる。

	 　私は「事実存在」をいまや適切に「ある意義領野において現象するもの」として定義する：事実存在するも

のはそこにあり、そこでは定在の場所表記が、或るものが生じる意義領野を示している。ひとつの意義領野で

現象するものはもちろん、ひとりの人格やさらに匿名の宇宙的なあるいは超越論的な意識という意味で誰にで

も必然的に現象するものではない。事実存在しているものはそれゆえ、それがある時空的位置を占める（それ
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はまた事実存在しているすべてのものには妥当しない）ことによっては個体化されておらず、むしろそれが特

定の仕方で与えられうることによって個体化されている。［ERG,	S.196］

ガブリエルはこの直前でフレーゲの「意味 Bedeutung」と「意義 Sinn」の区別に言及し、「それの対象が特定の仕

方で現象することによって個体化される対象領域」［ebd.］を「意義領野 Sinnfeld」と呼ぶ。「意義領野」は「意味」

とは異なり、或る同一の対象の指示ではなく表現の仕方で区別される。例えば「アルプス」（同一の対象）が「山

脈」であったり、たんに「原子の集合体」であるといった形で表現されることが可能である。さらにここでは、そ

ういった複数の表現は対象領域の複数性によって可能となる。ある対象が「特定の仕方」で「現象する」ことは、

その対象領域すなわち「意義領野」によって決定されている 15。こうした形で現象するに至ったものが、新実在論

において扱われるところの「事実存在」なのである。

	 　意義領野存在論はしたがって存在論的モチーフを引き受け、事実存在を本来的特性としてではなく、或るも

のがその場において現象するような意義領野の特性として再構成する。このことはまた世界が存在しないとい

う私のテーゼの背後にある本質的モチーフでもある。［ebd.］

ガブリエルが「存在論的モチーフ」というのは、「対象の区別」に関わる「本来的特性の概念」の探求にあったが、

ここで重要なのは、事実存在をわれわれの「理解」に依存して扱う「存在論的反実在論」から見られた特性をも、

「意義領野存在論」（新実在論、存在論的実在論）の立場は局所的に認めていることである。それゆえ、存在論的モ

チーフを引き受けながらも、事実存在を包括的にではなく対象が現象するような「意義領野」の特性として扱うこ

とは、「新実在論」において可能である。これはつまり、個々それぞれの対象領域における現象をそれぞれ「事実

存在」として扱うことであり、これまで見てきた「実在論 / 反実在論」の欠点を補う試みであると言える。以上の

試みから明らかになる「新実在論」の試みについて、ガブリエルは次のようにまとめている。

	 　ここで素描された立場はしたがって、全包括的領域を想定せずに出てくるある存在論的実在論に達する。し

たがって実在論と多元論は両立する。とりわけ新しい存在論的実在論は局所的反実在論的策略のための余地を

残すが、しかしその事実存在の概念そのものへの拡張は禁止する。［ERG,	S.198］

これまでの「実在論 / 反実在論」という区別の下で続けられてきた議論は、どちらもその対象領域を全体へと適用

することで「全包括的領域」を目指すために二者択一の状況にさらされてきた。しかしガブリエルによって展開さ

れた「存在論的実在論」、すなわち「新実在論」の立場は、そうした二者択一の状況を回避するために、「全包括的

領域を想定せず」、そのことによって、古い形而上学的想定である特定の事実の特権化や、反実在論の「理解」一

般化のどちらとも違う形で「事実存在」を扱うことになる。そこで成立するのは、一部では反実在論からも「事実

存在」と認められる対象領域を残しつつ、「事実存在という概念そのもの」に関しては反実在論的な扱いを退け、

あくまで「実在論」の枠組みで、すなわちわれわれによって「理解される」ことがなくても対象を「事実存在」と

して認める立場である。この立場こそ、ガブリエルが「（新しい）存在論的実在論」、「新実在論」と呼ぶところの

立場である。

おわりに

　『神話』におけるガブリエルの意図は、後期シェリングの「神話の哲学」解釈にある。しかしながら、「世界とは

何であるか？」というシェリングの問題設定をガブリエルが重要視し、初期からシェリングを貫いている西洋形而

上学の古典的な問題だと評価することは、ドイツ観念論における課題の設定がいまだアクチュアリティを持つこと

を示す試みでもあった。ここで世界把握の可能性としての「理性の外部」の問題をシェリングが展開していること

はドイツ観念論での彼の立場を特徴付けており、ガブリエルはそこに着目し、シェリングの「自己意識の歴史」構
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想から解明を試みている。その結果、「シェリング哲学」の観点から「全体としての世界」を否定することが、あ

くまでも存在論的に「事実存在」を擁護する論証に接続されることが明らかとなった。

　さらにガブリエル自身の「世界はなぜ存在しないのか」という主張は、あくまで「全体としての世界」の否定に

よって「それ以外のすべてのものの存在」への転換を表しており、そこで初めて存在論の領域で議論が進められる

こととなる。ガブリエルが「新実在論」の流れにおいて構想するのは、古い形而上学ともポストモダンにおける反

実在論とも異なる「新しい実在論」である。そこでは特に「事実存在」と、事実存在が現象する「意義領野」との

関係が問題となっていた。ガブリエルが「全体としての世界」を否定する際には、この「意義領野」の多元性を保

証するという意図がある。つまりすべての意義領野を統括するような唯一のメタ的な存在（たとえば世界）という

想定を廃棄することで、多元性の余地を残している。「実在論 / 反実在論」は一見すると相容れない対立関係のよ

うに思えるが、ガブリエルの分析によれば「存在論的反実在論」として反実在論も存在論の範疇に入りうるのであ

る。その上で、存在論的反実在論の根底に「存在論的実在論」すなわち「新しい存在論」、「新実在論」を据えるの

である。本稿では、ガブリエルの構想がまさに「事実存在」における多元的な現実性理解を中心とした存在論であ

り、それがシェリング解釈を通じたドイツ観念論の復権まで射程に入れた現在の彼のメインテーマであることを明

らかにした。

資料

　『なぜ世界は存在しないのか』注釈一部抜粋翻訳［WARUM, S.264ff］。ガブリエルは自身の使う用語の意味を次のように規定
しており、内容を理解する上で助けとなるため、一部を抜粋し載せる。

○「二元論 Dualismus」：まさに二つの実体 Substanz すなわち二種類の対象が存在するという見解。とりわけ、思惟 Denken と
物質 Materie は完全に異なるという想定。

○「現象 Erscheinung」：「現象」は「出現 Vorkommen」あるいは「生起 Vorkommnis」の一般的表現を示す。諸現象は数のよ
うな抽象的形象あるいは四次元空間的事物のような具体的で物質的形象でありうる。

○「事実存在 Existenz」：或るもの etwas が意義領野において現象しているという、意義領野の特性。
○「実存主義 Existenzialismus」：人間の実存 Existenz の探求。
○「事実性 Faktizität」：或るもの etwas がそもそも存在するという状況 Umstand。
○「対象 Gegenstand」：それについてわれわれは真理区別可能な wahrheitsfähig 思考 Gedanke を伴って思案する nachdenken。

すべての対象が四次元空間的事物なのではない。また数や夢の形象も形式的意味で対象である。
○「対象領域 Gegenstandsbereich」：特定の種類の対象を含む領域であり、そこではこうした対象同士を結びつける規則が確定

している。
○「否定的存在論の主要命題」：世界は存在しない。
○「肯定的存在論の第一主要命題」：必然的に無限に多くの意義領野が存在する。
○「肯定的存在論の第二主要命題」：各々の意義領野は対象である。われわれは意義領野をすべて把握することはできないけれ

ども、各々の意義領野について思案 nachdenken できる。
○「誤謬理論 Irrtumstheorie」：ある発言領域 Redebereich の体系的誤謬を説明し、それを欠点をもつ想定の系列へ還元する理

論。
○「構成主義 Konstruktivismus」：そもそもいかなる事実 Fakutm や事実そのもの Tatsache an sich も存在せず、われわれはむ

しろあらゆる事実 Tatsache をわれわれの多様な会話 Diskurs や学問的方法によってのみ構成するのだとする各々の理論の根
本的想定。

○「物質主義〔唯物論〕Materialismus」：あらゆる事実存在するもの Existierende が物質的であるという主張。
○「形而上学 Metaphysik」：世界全体の理論を展開しようという企て。
○「 一 元 論 Monismus」： あ る 唯 一 の 実 体 Substanz、 す な わ ち あ ら ゆ る 自 分 以 外 の 対 象 を 自 ら の う ち に 含 む 超 対 象

Supergegenstand の想定。
○「自然主義 Naturalismus」：ただ自然のみが存在し自然は宇宙、すわなち自然科学の対象領域と同一であるという主張。
○「唯名論 Nominalismus」：われわれの概念とカテゴリーが世界の構造や区分などを記述や模写するのではなく、われわれがわ

れわれの環境と自分自身によって形成するすべての概念はわれわれの生存可能性を獲得するためにわれわれに企てられた普遍
化に過ぎないというテーゼ。

○「存在論 Ontologie」：伝統的には存在者 Seiende についての理論の表現。本書において《存在論》は《事実存在》の意味の分
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析として理解される。
○「物理主義 Physikalismus」：すべての事実存在するもの Existierende が宇宙の中にありそれゆえ物理学によって探求されうる

という想定。
○「多元論 Pluralismus」：多くの（少なくとも明らかに二つ以上の）実体 Substanz が存在する
○「実在論 Realismus」：われわれがそもそも或るもの etwas を認識するとき、われわれが事物それ自体 Ding an sich を認識し

ているというテーゼ。
○「新実在論 Neuer Realismus」：第一に、われわれが事物それ自体 Ding an sich や事実それ自体 Tatsache an sich を認識でき、

第二に事物それ自体や事実それ自体はある唯一の対象領域には属さないという二重のテーゼ。
○「反省 Reflexion」：思案についての思案 das Nachdenken über das Nachdenken。
○「登録〔感知〕Registratur」：情報処理や知識獲得という目的のための前提、媒体、方法そして物質的なものの選抜 Auswahl。
○「宗教 Religion」：無限なもの、端的に意のままにならないものや不変なものからわれわれ自身への帰還 Rückkehr。そこでわ

れわれが完全に喪失しないことが問題になる。
○「意義 Sinn」：対象が現象する仕方。
○「意義領野 Sinnfelder」：そもそも或るものが現象する場所 Ort。
○「意義領野存在論 Sinnfeldontologie」：そこに或るものが現象する意義領野が存在するときのみ或るものは存在し、無 nishts

は存在しないという主張。事実存在 Existenz ＝ある意義領野における現象。
○「実体 Substanz」：特性 Eigenschaft の担い手。
○「超思考 Supergedanke」：世界全体と自分自身について同時に思案 nachdenken する思考 Gedanke。
○「超対象 Supergegenstand」：あらゆる可能な特性 Eigenschaft をもつ一つの対象。
○「事実 Tatsache」：或るもの etwas について真であるところの或るもの Etwas。
○「宇宙 Universum」：自然科学の実験的に推論可能な対象領域。
○「世界 Welt」：あらゆる意義領野 Sinnfeld の意義領野、そこにおいてあらゆる別の意義領野が現象する意義領野。

略号

　マルクス・ガブリエルの著作からの引用は略号を用い、頁数を記した。

DMIM: Gabriel, M., Der Mensch im Mythos. Untersuchungen über Ontologie, Anthropologie und Selbstbewußtseinsgeschichte in Schellings 

Philosophie der Mythologie, Berlin&New York: Walter de Gruyter, 2006.
ERG: Gabriel, M., Existenz, realistisch gedacht. In: Der Neue Realismus, Berlin: Suhrkamp, 2014, pp.171-199.
WARUM: Gabriel, M., Warum es die Welt nicht gibt, Berlin: Ullstein, 2013.
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注

１ 本稿では Existenz を一貫して「事実存在」と訳した。というのも「実存」という訳語には、ハイデガーが示したような、
「人間」の存在構造という意味があり、本報告で扱う Existenz は必ずしも人間に限定されるものではないので、誤解を防ぐ
ために訳語としては区別した。しかしながら、ガブリエル自身にそういった「人間」の存在構造を、一般的な事物にまで拡
張する意図があるかどうかに関しては今後更なる研究が必要であると思われる。

２ この点に関してモーリス・フェラーリは、あくまで「宣言」という立場をとっている。すなわち、こうした理論を彼らが新
しく主張しているのではなく、むしろ現在進行形で行われている議論を総称してそのように名づける一種の時代診断を「宣
言」という言葉で表しているのである。それはガブリエルが「ポストモダン以降」の「新しい哲学」の根本性格だとしてい
ることとも符合する［Ferraris 2014:13f.］。

３ ガブリエルは『神話』において、とりわけ「自然主義と宗教」の問題に対するシェリング哲学のアクチュアリティを主張し
ている。ガブリエルはここでハーバーマスを念頭においているが、『世界』においても再度取り上げられる。特に「自然主
義」に対してガブリエルは、それが自然科学で扱えるもののみを「事実存在する existieren」ものと見なし、ほかをすべて

「幻想 Illusion」として切り捨ててしまう点を批判する［WARUM, S.135f.］。
４ ここでガブリエルは、この問いに対するシェリングの答えを検討する際には、当然ながらドイツ観念論の問題だけでなく、



186 新実在論とマルクス・ガブリエル─世界の不在と「事実存在」の問題─ 

ギリシア形而上学まで射程に入れる必要があると指摘する。というのも、シェリングとヘーゲルの両者が、ギリシア哲学に
おいては「存在神学 Ontotheologie」として形而上学のパラダイムが定式化されたという理解をしているとされるからであ
る。「シェリングは、形而上学のパラダイムがそこにおいて存在神学として定式化されたギリシア形而上学の伝統のうちに
加わるが、彼はヘーゲルと同様にそのパラダイムに従っている」［DMIM, S.2］。

５ ガブリエルによるシェリング解釈とその影響に関しては［長島 2014］が詳しい。そこではシェリング研究における解釈史
だけでなく、ガブリエルのその後の懐疑論や認識論、分析哲学といった思想展開も含めて概要が示されている。同巻にはさ
らにガブリエルの二つの講演原稿や、その後開催されたシンポジウムの原稿が収められており、全体としてシェリングの
Weltalter にフォーカスをあてた構成となっている。長島によるガブリエルの紹介は［長島 2014:155f］を参照。

６ ［WARUM, S.11］
７ ガブリエルは次のように両者の問題点を指摘している。「形而上学と構成主義は同様に、現実性を一面的に見る者無き世界

として理解するか、さもなくば同様に一面的に見る者の世界として理解することによって、それ〔新実在論〕に対して、現
実性の根拠なき簡略化につまずき挫折している」［WARUM, S.15］。

８ ここでは明らかに二つの意味での「世界」が問題となっている。つまり個別に想定された世界とそれらをまとめた全体とし
ての世界である。ここで否定されるのは後者の世界の存在であるが、ガブリエルは前者の意味での世界の存在を否定してい
ない。しかしながら、この世界が個別に想定されたものだとしても、既に例で見た新実在論において認められる四つの存在
のいずれにこの世界が該当するのかは問題として残る。というのも、例における①もまた何者かの視点に依存して成立した
存在ではないかという反論が可能だからである。例における①の位置付けの問題と多元論の問題はさらに論じる必要がある
が、ここでは詳しく論じることはできない。

９ ガブリエルはここで物理学や自然科学を念頭において議論を進めている。というのも、こうした「存在」とは現代の多くの
人々にとっては「物質的」であることを意味し、それらを扱う物理学や自然科学こそこうした課題にふさわしいのではない
かという反論を想定しているのである。しかしガブリエルはそうした態度に距離をとり、より広い意味での「存在」を問題
にしている。自然科学的な世界理解との対決は各所に見られるが、例えば［WARUM, S.42］を参照。

10 「自然主義」、「唯物論〔物質主義〕」、「物理主義」のそれぞれをガブリエルは既に『世界』において問題にしている。これら
に共通するのは、自然科学によって把握可能なものしか認めないという現実の一元化の問題を抱えているということであ
る。詳しい定義は資料を参考にしてもらいたいが、ガブリエルはたびたび自然科学的な現実理解や世界理解に対して批判を
行っている。例えば［WARUM, S.27ff］、［WARUM, S.127ff］を参照。

11 重要なのは、ここで両者が反実在論に属するからと言って、すべての観念論、構成主義が一貫して反実在論的だとは言われ
ていないことである。ガブリエルは観念論、構成主義の中にもさまざまな議論があると考えており、むしろ後述する彼の理
解を参照すれば、従来観念論や構成主義と呼ばれてきたものが、その対象領域の変更を迫られる可能性がある。「観念論と
構成主義は反実在論と結び付けられる。しかし第一に、両者のあらゆる種類が反実在論的なのではないし、第二に、観念論
と構成主義のいずれの形式も一貫して広範囲で反実在論的ではありえない」［ERG, S.171］。

12 ガブリエルは反実在論の言う「理解する verstehen」が、「登録する、感知する registrieren」という意味で使われていると
指摘する。これは例えば「脳神経構成主義」の主張にも表れており、脳内の電気信号のデータが特定の事象を「理解する」
ことに移し変えられているとしている。さらに言えば、ここで学問対象として扱われているのは理解される「対象」ではな
く理解する側の脳機能であり、同時にこの脳機能が探求の対象となった場合にも、探求されるのは脳そのものではなく脳を
取り巻く「状態」である点が「反実在論」として挙げられる理由となっている。

13 というのも、ガブリエルは反実在論が扱う「事実存在」に関しても、その意義を認めているからである。「その際には、ま
さにただわれわれが反実在論的に理解しなければならない対象領域において出現する場合にのみ事実存在する多くのもの
が、事実存在することに注意を向ける必要がある」［ERG, S.174］。

14 ここでは「理解する verstehen」という語がかなり多義的に使われている。つまり、反実在論における「理解」と一般的な
意味での「理解」の水準を区別して解釈する必要がある。反実在論における「理解」については註 11 を参照のこと。ここ
で重要なのは、「事実存在」が反実在論的な意味で「理解」されなくても、事実存在として成立しうるという点である。

15 より分かりやすい例として、ガブリエルは「魔女」や「ユニコーン」の存在を挙げる。つまり、物語の中における魔女やユ
ニコーンの存在を認めるときには、「物語」が「意義領野」に該当し、その意義領野たる物語の中で「魔女」や「ユニコー
ン」はたしかに存在する、という議論である［WARUM, S.115ff］。

　キーワード

　新実在論、存在論、事実存在〔実存〕、世界
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ヒュームの初期覚書、1729-1740（2）

諸言と編：アーネスト・キャンベル・モスナー
翻訳：竹中久留美

第 1節　自然哲学

１.	 船はいつも、舷側が少したわむとき、もっとも早く進む。

２.	 互いに寄りかかっている二本の木は、その切り口の間隔に筋交いに置かれたそれら両方と同じだけ重みを支え

るだろう。

３.	 煆焼されたアンチモンはそれ以前よりも重い。

４.	 自然哲学がそのうちに真理を持たないということの証拠は、それが天空の神々のように離れた、あるいは光の

ように微細なものの内に継起してきたにすぎないということだ。

５.	 おそらく、鉱水は、鉱物の層を流れてくることによってではなく、これらの鉱物を形作る蒸気を吸収すること

によって作られるのであろう。

６.	 熱い鉱水は冷たいものよりすぐに沸騰しない。

７.	 冷たい水に入れられた熱い鉄は、すぐに冷たくなる。しかし、再び熱くなる。

８.	 パリではたいてい、6 月、7 月、そして 8 月にほかの 9 か月間と同じくらいの雨が降る。

９.	 それらがほとんど不愉快であり、人生の共通の効用の範囲外であるということは、医薬に対する強力な思い込

みであろう。というのは、共通の食品などの弱く不確かな効能が経験によってよく知られているからである。

これら以外は、インチキ医者のより格好の的である。

第 2節　哲学

１.	 剣闘士の見世物の残酷さにもかかわらず、ローマ人たちは人間性の多くの徴候を見せている。テーブル掛けを

盗んだために熱い鉄で奴隷を焼きつけることは、残酷さの一端とみなされた。ユウェナリス。風刺 14。

２.	 注意深く入念すぎる教育は有害である。なぜなら、（彼らの 3）その判断に代わって、他者を信頼するよう人

に教えるのだから。デュボス司祭。

３.	 ある若い人にとって、その人は彼自身を学芸や知識に応用するのだが、彼自身を世界のために鍛える緩慢さは

良いしるしである。同上。

４.	 古代人たちはしばしば、類まれな数の内にいる神について語るけれども、神の唯一性を信じることで、それを

彼らは証明しない。なぜなら、キリスト教信者は、（唯一性）悪魔についても同じ仕方で語るからである。

ベール 4。

５.	 異教徒たちの告白は、無神論者たちに反するキリスト教徒たちの告白と結び付けることはできない。なぜな

ら、神は存在し、そしてそれ以上が存在する（しない）という一つの命題を彼らは決して形作らないからであ

る。これら二つの主張は、いつも同じであった。同上。

６.	 人間は、痛みを憎む以上に快楽を愛する。同上。

７.	 人間は、悪徳である。が、悪徳を正当化する宗教を憎む。同上。

訳註
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８.	 宗教に関するすべての人の統合の中心は、第一原因があることである。その命題を増加するにつれ、非国教徒

を見出す。無神論者たち、エピキュリアンたち、偶像崇拝者たち、そういう者たちは、拡張構成、つまり第一

原因などの必然性を主張する。同上。

９.	 ジェズイットたちの哲学的罪悪を否定する者たちは、人間が彼らの罪のために永遠の処罰に値すると主張す

る。彼らは自分たち自身を教授するに決して十分な手段を持たないけれども。

10.	 無神論者たちは、明らかに良い推論と悪い推論の区別をしている。なぜ悪徳と徳の間にしないのか。ベール。

11.	 古代哲学者たちの情感について私たちが持っている説明は、十分に判明であったり首尾一貫したりしていな

い。タレスが心による世界の秩序づけを認めたということと、アナクサゴラスが初めてであったと言っている

二つの文章で、キケロは矛盾したことを言っている。

12.	 あるものによると無神論には三種類ある。1. 神の存在を否定するような人たち、それはディアゴラスやテオド

ルスのような人たちである。2. 摂理を否定する人たち、それはエピキュリアンたちやイオニア派のような人た

ちである。神性の自由意思を否定するような人たち、それはアリストテレスやストア派のような人たちであ

る。などなど。

13.	 イオニア派の情感について私たちが持っている最も確からしい説明は、あらゆるものの起原をタレスが水か

ら、アナクシマンドロスはものの無限から、アナクシメネスは空気から、アナクサゴラスは彼の同祖からと主

張したということである。ヘラクレイトスは火から異なる学派の起原を主張した。

14.	 ストラトーの無神論は、自然からの世界の起原あるいは活動を授ける物質を考えるので、古代人の最も危険な

ものである。デカルト派たちが、この無神論を論駁できるのでなければ誰もできないとベールは考えている。

15.	 ストラトー主義者は、哲学の学派すべての議論に反駁できない。ストア学派者たちについて、彼らは彼らの神

は激しく複合的であると主張し、プラトン主義者たちについては、彼らは観念が神性から判明であると主張す

る。なぜ神の資質や観念がある特定の配列を持ったのかという同様の問いは、なぜ世界が持ったのかというの

と同様の困難さである。

16.	 アプリオリな議論。必然的な実在の存在が限定されえないということは、無限の完全性の観念を先立って形成

し、彼の模範まで上り詰める決意をするある知的存在者がいるという結論にただ役立つだけである。このこと

は矛盾を含意する。ベール。

17.	 プラトンとキケロは前者と同様後者も魂の永遠性を主張した。さらに、動物のそれをも主張すべきだった。

18.	 キングによれば、病に 3 種類ある。欠乏、痛みと悪徳についての病である。最初のは、創造における欠点では

ない。なぜならば、創造物の様々な階級があるからである。

19.	 人間は、有害なものを避け、痛みによるのと同様快楽（痛み）の増加と減少によって、有用なものを探すよう

決定されてもよかった。人間は、天国では痛みを負わないと想定されている。ベール。

20.	 病の起原に関する困難を一般法の弁解によって解く人たちは、世界の創造における善性に加えて、別の動機を

想定している。

21.	 物質は、すべての種類の運動と目的に無関係である。白紙委任の魂は、すべての知覚に無関係である。それな

ら、有害な運動あるいは不愉快な知覚には何が必然なのか？宇宙が形作られたであろう多くの計画がある。現

在より良いものは何もないということはおかしなことだ。ベール。

22.	 自由は私たちが好むだけ物事を快か不快にする力に存すると、キングは言っている。

23.	 自由は、道徳的な病の適切な解法ではない。なぜならば、それは聖人と天使たちのような動機によって縛られ

てきたからである。同上。

24.	 神は、自由のない創造物の行為を喜ぶことはできない。しかし、彼はその自由の濫用を喜ぶことができるであ

ろうか。同上。

25.	 彼は、人間彼ら自身を喜ばせるために自由を与えたのか。しかし、人間はなおその上よいと決められることを

喜ぶ。同上。

26.	 あらゆる不便さの治療法は、一つの新しいものになるであろう。解答はないのである。天賦の才で計画された

著作からの比較の中に、偶然が美を見い出す。
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27.	 結婚、交接などのつまらない偶然を考察することは、魂の不死に対する一種の反論のように思える。

28.	 学識があり洗練された国々より野蛮で無知な国々に無神論を見出すことは、人類についての普遍的な同意から

引き出された無神論に反する議論へのより強い反論である。ベール。

29.	 ローマ人の最高の至上の神性は、ジュピターではなく、スムマーヌスである。ローマ人は、彼に夜の雷が属す

ると考える。ジュピターの美しい寺院は、形勢が一転した。同上。

30.	 自由に抗する議論は、保存は連続創造であり、そしてそれゆえ、神はあらゆる新しい変容とともに魂を想像し

たはずであるということに由来する。同上。

31.	 ある原因は必然的かどうか？ある永遠的存在者にとって必然的かどうか？連続する存在者のあらゆる新しい瞬

間において必然的かどうか？動きにおいて必然的かどうか？

32.	 神は、自由を取り上げることなく、自由の濫用すべてを防ぐことができている。それゆえ、自由は困難の解法

ではない。ベール。

33.	 カルヴァンによれば、神は罪としてではなく、何か他の見解において罪を意志する。同上。

34.	 理性に反する：理性の上にある。人間の理性：神の理性。同上。

35.	 無神論の体系によって、必然性はあり得ないということをある人たちは主張する。なぜならば、それを裁定す

るための優れた何ものかなしには、問題さえ裁定され得ないからである。フェヌロン。

36.	 存在者と真理と善性は同一である。同上。

37.	 神の存在に向けた三つの証明。1. 何ものかが必然的に存在するならば、そのようであるものは無限に完全であ

る。2. 無限の観念は、ある無限な存在者から生じなければならない。3. 無限な完全性の観念は、現実的実在の

観念を含意する。同上。

38.	 脳についてのデカルト哲学を確証する注目すべき話がある。落馬で負傷したある人は、彼の人生の二十年につ

いて忘れてしまったのに、その前のことを普通よりましてやもっと生き生きとした仕方で覚えていた。

39.	 すべての儀式に実践されるべき多くのしきたりなしには、宗教は有効には自らを維持できない。それゆえ、聖

職者たちは、理由を知ることなく、道徳的務めよりこれらについてさらに厳格である。この種の隠れた天性と

いうものがあるのだ。

40.	 カドワースによれば、四種類の無神論者たちがいる。デモクリトス的すなわち原子論的、アナクシマンドロス

的すなわち物覚 5 的、ストラトン的すなわち物活的、ストア的すなわち宇宙形成的な無神論である。それらに、

ピュロン的なのと懐疑論的なのも加えていた。それから、スピノザ的すなわち形而上学的な無神論だ。誰かは

もしかしたら、化学的アナクサゴラス的すなわち化学的なものを加えるだろう 2。

（以下、「ヒュームの初期覚書（3）」へ続く。）

編注 6

１ 節と注の番号付けは、編者によるものである。（以下略。）
２ この節の最後の用紙の裏側には、ヒュームがキケロかポリュビオスのどちらかに見出したであろうエピカルモスの一文があ

る。私は、その文が哲学の記録への最後の付加であると推測する。それは以下のようである。「落ち着き続けよ、そして懐
疑的でいることを忘れるな。」

訳注

３ 取消線（－）は、原文では“crossed out”である。以下の取消線も同様である。
４ 原文では“Baile”。おそらくはピエール・ベール Pierre Bayle のこと。
５ 原文は“Hylopathian”である。 Hylopathism は、物体に知覚能力があるということをいう。
６ E.C. モスナーによる注である。注 1 後半部は、今回の訳出には直接該当しないため省略した。本翻訳（3）で、省略した部

分も含めて同注を付す予定である。

＊本翻訳は試訳であり、また続く“Section Ⅲ General”については「ヒュームの初期覚書（3）」にて訳出予定である。
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『ラクシュミー・タントラ』第 3 章訳註

三澤　祐嗣

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ものとされる。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）および「『ラクシュミー・タント

ラ』第 2 章訳註」（『国際哲学研究』第 3 号、2014 年、pp. 175–186）に続くものである。第 3 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. Krishnamacharya, 

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 3 章「3 つのグナから成るものの明示」

Śrīr uvāca ─
シュリーは語った。

   nityanirdoṣaniḥsīmakalyāṇaguṇaśālinī /

   ahaṃ nārāyaṇī nāma sā sattā vaiṣṇavī parā // LT 3.1

  わたしは、恒久で、汚れがなく、計り知れなく、世のためになるグナ（属性）1 を持つものであり、ナーラー

ヤニーであり、実にかの最高存在であるヴァイシュナヴィーである。

   deśāt kālāt tathā rūpāt paricchedo na me smṛtaḥ /

   saṃvittir eva me rūpaṃ sarvaiśvaryādiko guṇaḥ // LT 3.2

  空間、時間、そして形態によって限定されるとわたしが語られることはない。「知」（saṃvitti）2 のみがわたし

の形態（本質）であり、あらゆる「自在力」（aiśvarya）などはグナ（属性）である 3。

   svasvātantryavaśenaiva vibhāgas tatra vartate /

訳註
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   vijñānaiśvaryaśaktyātmā vibhāgo yaḥ sa īritaḥ // LT 3.3

  自己の意欲（svātantrya、独立性）によってのみ、〔グナの〕区別（vibhāga）は、そこに生じる 4。〔グナの〕区

別は、「知識」（vijñāna ＝ jñāna）、「自在力」（aiśvarya）、「潜在力」（śakti）から成るということ、それが言われ

た 5。

   vijñānaiśvaryaśaktīnām unmeṣas tv aparo ’dhunā /

   atarkyāyā mamodyatyā niyogānarhayā sadā // LT 3.4

   icchayānyat kṛtaṃ rūpam āsīj jñānādike trike / LT 3.5ab

  しかし、今、開眼（unmeṣa）は、「知識」（vijñāna ＝  jñāna）、「自在力」（aiśvarya）、「潜在力」（śakti）とは別

である 6。常に、推し量れない者であるわたしの自由自在な生起（創造）の意欲（icchā）によって作られた別

の形態は、「知識」（jñāna）などの 3 種の中に存在する 7。

   yathaivekṣurasaḥ svaccho guḍatvaṃ pratipadyate // LT 3.5cd

   tadvat svaccham ayaṃ jñānaṃ sattvatāṃ pratipadyate /

   rajastvaṃ ca mamaiśvaryaṃ tamastvaṃ śaktir apy uta // LT 3.6

  まさに、澄んだサトウキビの汁が糖蜜性を獲得しているように。そのように、この 8 澄んだ「知識」（jñāna）

は、サットヴァ性を獲得している。そして、わたしの「自在力」（aiśvarya）はラジャス性を、そしてまた〔わ

たしの〕「潜在力」（śakti）はタマス性を〔獲得している〕9。

   ete trayo guṇāḥ śakra traiguṇyam iti śabdyate /

   rajaḥpradhānaṃ tat sṛṣṭau traiguṇyaṃ parivartate // LT 3.7

  シャクラよ。これら 3 つのグナは、3 つのグナから成るもの（traiguṇya）10 と呼ばれる。その 3 つのグナから

成るもの（traiguṇya）は、創造において、ラジャスが第 1 のもの（優勢）となる。

   sthitau sattvapradhānaṃ tat saṃhṛtau tu tamomukham /

   ahaṃ saṃvinmayī pūrvā vyāpiny api puraṃdara // LT 3.8

  それ（3 つのグナから成るもの）は、維持において、サットヴァが第 1 のもの（優勢）に、一方、還滅におい

て、タマスが前面（優勢）に〔なる〕11。わたしは、「知」（saṃvid）からできている者であり、最初の者であ

り、遍充する者である。プランダラ（城塞の破壊者＝インドラ）よ。

   adhiṣṭhāya guṇān sṛṣṭisthitisaṃhṛtikāriṇī /

   nirguṇāpi guṇān etān adhiṣṭhāyātmavāñchayā // LT 3.9

   cakraṃ pravartayāmy ekā sṛṣṭisthityantarūpakam / LT 3.10ab

  創造・維持・還滅を行う者〔であるわたし〕は、諸々のグナを支配し、また、グナを持たない者〔であるわた

し〕は、自分の望みによって 12、これら諸々のグナを支配する 13。そして、唯一なるわたし（ラクシュミー）

は、創造、維持、還滅（終わりを形作るもの）の循環（チャクラ）14 を廻らす。

Śakraḥ ─
シャクラは〔質問した〕。

   vidhādvayaṃ samāsthāya jñānādye tu yugatraye // LT 3.10cd

 　śuddhetaravibhāgena kimarthaṃ tvaṃ pravartase /

   vidhayor anayoḥ padme saṃbandhaḥ kaḥ parasparam // LT 3.11

  さて、「知識」（jñāna）などの 3 つの組み合わせに 2 種の分類を当てはめて 15、清浄とそれ以外（不浄）との
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区分によって、あなたが顕現するのはなぜか。パドマー（蓮華）よ。これら 2 つの分類において互いに結合

（関係）するものは何か。

   etat pṛṣṭā mayā brūhi namas te padmasaṃbhave / LT 3.12abcd

  私によってこれ（問い）を尋ねられたあなたは語れ。あなたに敬礼する。パドマサンバヴァーよ。

Śrīḥ ─
シュリーは〔答えた〕。

   aniyojyaṃ mamaiśvaryam icchaiva mama kāraṇam // LT 3.12cd 

  わたしの「自在力」（aiśvarya）は抑制されないもの（aniyojya）であり、わたしの意欲こそが〔自身が顕現す

る〕原因である 16。

   muhyanty atra mahānto ’pi tattvaṃ śṛṇu tathāpi me /

   īśeśitavyabhāvena parivarte sadā hy aham // LT 3.13

  偉大な者たちもこれについて誤解している。そのような真理を私から聞け。なぜなら、支配者（īśa）と被支

配者（支配されるべき者、īśitavya）の状態として、わたしは常に顕現するからである 17。

   īśo nārāyaṇo jñeya īśatā tasya cāpy aham /

   īśitavyaṃ tu vijñeyaṃ cid acic ca puraṃdara // LT 3.14

  ナーラーヤナは支配者（īśa）であり、そして、わたしは彼にとっての支配者性（īśatā）であると知るべきであ

る。 一方、被支配者（支配されるべき者、īśitavya）とは知（cit）と無知（acit）〔の混合したもの〕であると

知るべきである 18。プランダラよ。

   cicchaktis tu parā tatra bhoktṛtāṃ pratipadyate /

   bhogyopakaraṇasthānarūpaṃ tasyā acitpadam // LT 3.15

  さて、そこにおいて、最高処である「知としてのシャクティ」（cit-śakti）は享受者性（bhoktṛtā）を獲得する。

無知（acit）の境地（pada）は、彼女の享受される（bhogya）もの（upakaraṇa）としての状態である 19。

   anādyayā samāviddhā sā cicchaktir avidyayā /

   mat pravartitayā nityaṃ cicchaktir bhoktṛtāṃ gatā // LT 3.16

   ahaṃmamatvasaṃbandhād dhy acit svenābhimanyate / LT 3.17ab

  かの「知としてのシャクティ」（cit-śakti）は、常に、わたしによって促された、始まりを持たないものである

無知（avidyā）によって影響されたもの 20 である。〔その〕「知としてのシャクティ」（cit-śakti）は享受者性に

到達する 21。なぜなら、わたし（aham）とわたしのもの（mama）という関係により、無知（acit）は、自己に

よって自己を認識するから 22。

   avidyā sā tirobhāvaṃ vidyayā yāti vai yadā // LT 3.17cd

   cicchaktir nirabhīmānā tadā madbhāvam eṣyati / LT 3.18ab

  かの無知（avidyā）が、知（vidyā）によって、まさに消滅に向かうとき、そのとき、自己の認識から離れたも

の（nirabhīmānā）である「知としてのシャクティ」（cit-śakti）は、わたしの状態にいたるであろう。

   tāṃ vidyāṃ śuddhamārgasthāṃ paravyūhādirūpiṇī // LT 3.18cd

   pravartayāmi kāruṇyāj jñānasadbhāvadarśinī / LT 3.19ab
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  最高のヴューハをはじめとするものであり、「知識」（jñāna）の本性（正しいあり方）を見るものであるわた

しは、かの知（vidyā）という清浄な道（＝創造）の段階を、 恩寵により顕現させる 23。

   rakṣyarakṣakabhāvo ’yaṃ saṃbandho vidhayor dvayoḥ // LT 3.19cd

   vidhā rakṣati śuddhādyā rakṣyate ca vidhāparā /

   etat te kathitaṃ śakra kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi // LT 3.20

  この守護されるものと守護するものの関係は、2 つの在り方として存在する。清浄などの在り方は守護し、そ

して、他方の（不浄などの）在り方は守護される 24〔ものである〕。これがあなたに語られた。シャクラよ。

さらにあなたは何を聞きたいのか。

Śakraḥ ─
シャクラは〔質問した〕。

   īśeśitavyabhāvena kimarthaṃ tvaṃ pravartase /

   īśitavyaṃ kiyad bhedaṃ kiṃ rūpaṃ tatra me vada // LT 3.21

  支配者（īśa）と被支配者（支配されるべき者、īśitavya）の状態として、あなたが顕現するのはなぜか。被支

配者（支配されるべき者、īśitavya）はどの程度区別され、そこではどのようなものか、わたしに語れ。

Śrī ─
シュリーは〔答えた〕。

   svabhāvo nānuyojyo ’yaṃ mama nārāyaṇasya ca /

   īśo ’ham īśitavyo na sa ca devaḥ sanātanaḥ // LT 3.22

  これは 25、わたしの自性とナーラーヤナの〔自性〕とには、関与していない。かの永遠なる神である支配者

（īśa）とわたしは、被支配者（支配されるべき者、īśitavya）ではない 26。

   īśitavyaṃ dvidhā proktaṃ cidacidvyatirekataḥ /

   cicchaktir bhoktṛrūpātra sā ca cidrūpadhāriṇī // LT 3.23

  知（cit）と無知（acit）という 2 つの違いにより、被支配者（支配されるべき者、īśitavya）は 2 種として言わ

れた。「知としてのシャクティ」（cit-śakti）は、ここでは、享受者としてであり、そしてそれが知（cit）の姿

を持つ者である。

   bhogyopakaraṇasthānair acicchaktis tridhā sthitā /

   prasarantyās tṛtīyaṃ me sā ca parva smṛtaṃ budhaiḥ // LT 3.24

  「無知としてのシャクティ」（acit-śakti）は、享受される（bhogya）もの（upakaraṇa）の状態により、3 種とし

て存在する 27。それ（「無知としてのシャクティ」）は、覚者たちによって、顕現しつつあるわたしの第 3 番目

の段階と言われる 28。

   vibhakte api te ete śaktī cidacidātmike /

   matsvācchandyavaśenaiva mama rūpe sanātane // LT 3.25

  また、まさにそのシャクティは、わたし自身の意欲（mat-svācchandya）のみに従って、知（cit）と無知（acit）

というわたしの永遠なる 2 つの形態に分割されている 29。

   cicchaktir vimalā śuddhā cinmayyānandarūpiṇī /
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   anādyavidyāviddheyam itthaṃ saṃsarati dhruvam // LT 3.26

  「知としてのシャクティ」（cit-śakti）は、汚れなきものであり、清浄であり、知（cit）からなる歓喜そのもの

である。このように、この始まりを持たない無知によって貫かれたもの（anādyavidyāviddheyam）30 は、確か

に、輪廻する。

   acicchaktir jaḍāpy evam aśuddhā pariṇāminī /

   triguṇāpi mamaivedaṃ svācchandyāt pravijṛmbhitam // LT 3.27

  また、「無知としてのシャクティ」（acit-śakti）は、同様に、理性なきものであり、不浄であり、転変するも

のであり、さらに「3 種のグナ」〔から成るもの〕である。〔しかし〕まさにわたしのこれ 31 は、自身の意欲

（svācchandya）により、伸張したもの（遍く広がったもの＝顕現したもの）である 32。

   dhūmaketur yathā dhūmaṃ dīpyamāno bhajet svayam /

 　śuddhasaṃvitsvarūpāpi bhaje sāham acidgatim // LT 3.28

  燃やされる火が、自ずから、煙〔の状態〕をとることができるように、清浄なる「知識」33 を自性とするもの

（śuddhasaṃvitsvarūpā）であるかのわたしも、無知の帰趨（acit-gati）〔の状態〕をとる 34。

   anākrāntā vikalpena śabdair apy akadarthitā /

   ādhyānopadhināpy evaṃ varte ’ham acidātmanā // LT 3.29

  このように、私は、誤謬（vikalpa）によって覆われないもの（anākrāntā）、また、諸々の言葉（śabda）によっ

て拒否されないもの（akadarthitā）35 であるが、心に想起させる（ādhyāna）拠り所（upadhi）として 36、無知

のアートマン（acit-ātman）として、展開する。

   bahirantaḥpadārthe hi citsvarūpam akhaṇḍitam /

   viśinaṣṭi tathāpy etac citrayopādhisaṃpadā // LT 3.30

  また同様に、壊れることのないこの知（cit）の本性は、様々な制限（upādhi）を持つことによって、外と内の

ものに 37、個別化する。

   svātantryam eva me hetur nānuyojyāsmi kiṃcana /

   itthaṃprabhāvām evaṃ māṃ vidan buddho bhaviṣyasi // LT 3.31

  わたしの自己の意欲（svātantrya、自己の独立性）のみが原因であり、わたしは誰かに支配される者（anuyojyā）

ではない 38。以上、このようにわたしの威光を認識しているあなたは、悟った者となるであろう。

Śakraḥ ─
シャクラは〔質問した〕。

   kathaṃ sṛjasi vai lokān sukhaduḥkhasamanvitān /

   asṛṣṭir hi varaṃ yadvā sṛṣṭir astu sukhātmikā // LT 3.32

  あなたはまさに楽と苦に満たされた世界をどうして創造するのか。創造しないことの方が良いのではないか、

もしくは楽〔のみ〕を本質とする創造〔の方が良いの〕ではないか 39。

Śrīḥ ─
シュリーは〔答えた〕。

   anādyavidyāviddhānāṃ jīvānāṃ sadasanmayam /
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   saṃcitaṃ karma saṃprekṣya miśrāṃ sṛṣṭiṃ karomy aham // LT 3.33

  始まりを持たない無知によって貫かれている（anādyavidyāviddhā）諸々の生類（jīva）によって積み上げられ

た善と悪からなる行為を観察して、わたしは（楽と苦が）混合した創造を行う。

Śakraḥ ─
シャクラは〔さらに質問した〕。

   kṣīrodasaṃbhave devi svācchandyaṃ te kathaṃ bhavet /

   karma cet samavekṣya tvaṃ vidadhāsi sukhāsukhe // LT 3.34

  乳海より生まれし女神 40 よ。もし、行為（karman）を観察して、あなたは楽と不楽（苦）を生み出すならば、

あなたに自身の意欲（svācchandya）はどのようなものとしてあるのか。

Śrī ─
シュリーは〔答えた〕。

   kurvatyā mama kāryāṇi karma tatkaraṇaṃ smṛtam /

   kartuś ca karaṇāpekṣā na svātantryavighātinī // LT 3.35

  行為（karman）は、わたしの諸々の機能を果たすものとして、その手段（動機）であると言われている。そし

て、行為者 41 と手段（動機）の関係は、意欲（svātantrya、独立性）を壊すものではない。

   niravadyā svatantrāhaṃ nānuyogapade sthitā /

   vibhaje bahudhātmānaṃ kartṛkarmakriyādinā // LT 3.36

  非の打ち所のないものであり、独立したものであるわたしは、従属する状態にない。わたしは、行為者、行

為、作用などとして、様々に自身（ātman）を分割する。

   līlāyai kāraṇaṃ nātra mṛgyam evaṃ sthiro bhava / LT 3.37ab

  遊戯（līlā）のために〔創造が行われるのであって〕、ここで原因は探求されるべきものではない。それ故、落

ち着け 42。

Śakraḥ ─
シャクラは〔語った〕。

   yadvā tadvāstu tad devi svātantryaṃ te yadīdṛśam /

   sṛṣṭiprakāram ākhyāhi namas te padmasaṃbhave // LT 3.37cdef

  女神よ。それはそのようであるが、あなたの意欲（svātantrya、独立性）が以上のようならば、創造の種類を

話せ。あなたに敬礼します。パドマサンバヴァー（＝ラクシュミー）よ。

   iti śrīpāñcarātrasāre lakṣmītantre traiguṇyaprakāśo nāma tṛtīyo ’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 3 章「3 つのグナから成るものの

明示」。
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註

１ 第 2 章で示された 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）を示すと考えられる。

２ ここではシャクティの 6 つの属性の一つ、「知識」（jñāna）のことである。
３ 6 つのグナ（属性）のうち、「知識」（jñāna）が本質であり、それ以外の 5 つは付随するものということである。LT 2.26 に

おいて、「知識」は形態（rūpa）と説かれ、さらに、ラクシュミーの形態と同じ性質とされている。一方、「自在力」
（aiśvarya）などの 5 つのグナ（属性）は特質（dharma）とされ、LT 2.35 で、その「知識」からの流出（sruti）と説かれる。
Krishnamacharya による註釈では、「『知識』（jñāna）は、本性（自己の形態）を観察する特質である。一方、その他の 5 つ
のグナ（属性）は、観察された本性（自己の形態）という副次的なもの（guṇabhūta）である、という意味である」

（“svarūpanirūpako dharmaḥ jñānam. anye pañcāpi guṇāḥ nirūpitasvarūpaguṇabhūtā ity arthaḥ.” [Krishnamacharya 1959: p. 11]）と説明
される。Gupta は「シャンカラーチャーリヤは、ほとんどの場合、対象（事物）を nāmarūpa と呼ぶ。3 つの経験的な制限
は一般的に時間、場所、対象（事物）である。したがって、ここでは rūpa は一般的に対象（事物）について言及している
と推定されうる」と説明し、“rūpam”を“the essence of my being”と訳している［Gupta 2000: p. 16］。

４ Krishnamacharya による註には、「このように、区別（vibhāga）もまた、まさにわたしの意欲（icchā）によってなされること
を言って、〈自己の意欲〉（“svasvātantrya”）というのである。」（“itthaṃ vibhāgo ’pi madicchākṛta evety āha ─ svasvātantryeti.” 

[Krishnamacharya 1959: p. 11]）とある。Gupta は「ラクシュミーの完全な至高性は、ここにおいて、創造活動のあらゆる局
面における彼女の完璧な独立性を断言することによって、強調されている」と説明している［Gupta 2000: p. 16］。このよ
うに、ここでは、ラクシュミーの独立性を提唱していると解することができる。

５ この分類は LT 2.49 においても説かれ、そこでは自性（svabhāva）と呼ばれている。これらの自性は、顕現しつつある状態
で、原理（tattva）の 3 種の区分とされる。残りの 3 つ、すなわち「力」（bala）、「勇猛さ」（vīrya）、「光輝」（tejas）は、LT 
2.50 において、3 つのグナ（guṇatraya）と呼ばれ、続く LT 2.51 で、知識（jñāna）などの流出（upasarjana）とされる。

６ ここでの創造は、LT 第 2 章の開眼（unmeṣa）と呼ばれる清浄な創造とは異なるということを説明していると考えられる。
LT 2.21; 22 では、開眼（unmeṣa）とは、海から月が昇るときのように顕現しつつある状態のことであり、わたし（aham）
すなわちラクシュミーであり、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
あると説明される。Krishnamacharya の註では、「〈別である〉（“aparaḥ”）〔云々〕とは。すでに、清浄な創造において、1 つ
の開眼（unmeṣa）が言われた。今、清浄ではない性質の 3 つのグナから成るもの（traiguṇya）の創造において、開眼

（unmeṣa） は 別 も の で あ る と い う 意 味 で あ る。」（“apara iti. pūrvaṃ śuddhasṛṣṭau eka unmeṣa uktaḥ. adhunā 

aśuddhātmakatraiguṇyasṛṣṭāv anya unmeṣa ity arthaḥ.” [Krishnamacharya 1959: p. 11]）と説明される。
７ 別の形態とは、サットヴァ、ラジャス、タマスからなる「3 種のグナ」のことである。Krishnamacharya の註では、「「知識」

（jñāna）などの 3 種の形態は、サットヴァなどの 3 つから成るものとして、別様に作られたという意味である」
（“jñānāditrikarūpaṃ sattvāditrikātmanā anyathā kṛtam āsīd ity arthaḥ.” [Krishnamacharya 1959: p. 11]）と説明される。

８ “ayam”は男性形であるが、“jñānam”を修飾していると解した。
９ Krishnamacharya の註には次のようにある。「まさにそれを言って、〈そのように〉という。「知識」（jñāna）はサットヴァ

性によって、「自在力」（aiśvarya）はラジャス性によって、「潜在力」（śakti）はタマス性によって生み出される、というこ
と が 意 趣 さ れ て い る。」（“tad evāha ─ tadvad iti. jñānaṃ sattvatayā, aiśvaryaṃ rajastayā, śaktiś ca tamastayā jātam iti bhāvaḥ.” 

[Krishnamacharya 1959: p. 11]）という。このように、註釈ではサットヴァなどの「3 種のグナ」によって知識などの 3 つが
生み出されるとされるので、「3 種のグナ」は原因や構成要素のようなもとして言及されている。また、知識などが「3 種の
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グナ」の性質を獲得していることに注目すれば、サットヴァ性などは獲得されるものとして考えられる。そのため、サトウ
キビの例にも照らし合わせれば、知識などが最初から「3 種のグナ」を具備しているということであり、属性や性質のよう
なものとしても考えられる。しかし、これら「3 種のグナ」が清浄であるあるはずの最高神の 6 つのグナのうちに本来的に
備わっているのは不自然であると感じる。古典サーンキヤなどで説かれる通り、「3 種のグナ」はプラクリティに帰される
物質的なものと考えられるためである。ただし、ここでの創造は、第 2 章の清浄なる創造とは別ものであることが語られて
いるので、知識などの 3 つの状態は、6 つのグナを完全に備えた最高神の状態とは異なる（すなわちより顕現が進んだ状態）
と考えられているのかもしれない。いずれにせよ、後の偈で語られるとおりに、創造、維持、還滅の 3 つの循環に結び付け
られることを考えれば、知識などの 3 つが「3 種のグナ」の性質を有することにより、現象世界の成り立ちに関与するよう
になると考えるのが妥当であると思われる。

10 Krishnamacharya の註によると、「“traiguṇya”（3 つのグナから成るもの）とは、“cāturvarṇyam”と同じように、〔接尾辞 ya
については〕本来の意味を保持した付加字としての“ya”である。」（“traiguṇyam iti cāturvarṇyam itivat svārthe ṣyañ.” 

[Krishnamacharya 1959: p. 11]）と説明される。すなわち、“traiguṇya”とは“traiguṇa”と同様の意味ということである。接尾
辞“ya”には 3 種類の用法がある。（1）「性質」という意味として、（2）「性質」特に「専門的職業」という意味として、

（3）元の語と同じ意味として、用いられる［Abhyankar and Shukla 1977: p. 402］。ここでは 3 番目の用法である。すなわ
ち“vaiśvarūpya”は“vaiśvarūpa”と意味的に異ならないということである。Aṣṭādhyāyī 5.1.123-124 も参照。

11 ラジャスは「自在力」（aiśvarya）と結びつき世界の創造に関与し、サットヴァは「知識」（jñāna）と結びつき創造された世
界の維持に関与し、そしてタマスは「潜在力」（śakti）と結びつくことにより維持された世界が還滅することに関与する。

12 Krishnamacharya の註では、以下のように説明される。「〈自分の望みによって〉（“ātmavāñchayā”）とは。これによって、
世界の創造において、リーラー（遊戯）こそが目的（動機）であるということが言われているのである。次のように尊者
バーダラーヤナは語った。『しかし、世間と同じく、単なる遊戯（līlā）である』と」（“ātmavāñchayety anena jagatsṛṣṭyādau 

līlaiva prayojanam ity uktaṃ bhavati. yathāha bhagavān bādarāyaṇaḥ ─ “lokavat tu līlākaivalyam” iti.” [Krishnamacharya 1959: p. 

11]）。このように、注釈者は『ブラフマスートラ』 II.I.33 を引用し、最高神の意欲を遊戯（līlā）に結びつけている。
13 創造・維持・還滅を行う者（sṛṣṭisthitisaṃhṛtikāriṇī）とは、これらの循環を支配し、それらを超えた存在であることが示唆さ

れている。また、グナを持たない者（nirguṇā）とは、ここでのグナはサットヴァ、ラジャス、タマスからなる「3 種のグナ」
という物質的要素の機能を有するものであり、それを持たないということはプルシャの機能をも示唆している。
Krishnamacharya の註には、「〈また、グナを持たない者〔であるわたし〕は〉（“nirguṇāpi”）とは。すでに 6 つのグナに関し
て言われたことから、グナかを持たない（nirguṇa）という語とはサットヴァ、ラジャス、タマスの形態（性質）が混ざった
グナから離れているという意味である」（“nirguṇāpīti. pūrvaṃ ṣāḍguṇyasyoktatvāt atra nirguṇapadasya sattvarajastamorūpamiśragu

ṇarahitety arthaḥ.” [Krishnamacharya 1959: p. 11]）と説明される。これらはいずれもラクシュミーのことであり、本来ヴィシュ
ヌが持つ最高神の機能がラクシュミーに帰されているのである。

14 循環とヴィシュの持物である円盤を掛けているのであろう。
15 おそらく、「自在力」（aiśvarya）に創造とラジャスを、「知識」（jñāna）に維持とサットヴァを、「潜在力」（śakti）に還滅と

タマスを対応させていることを示していると思われる。
16 ラクシュミーは、「自在力」（aiśvarya）により、妨げられることなく、思いのままに世界を創造し、彼女が創造の意欲を起

こすことにより、世界は始まるのである。LT 2.24 には、ラクシュミーは妨げられず、抑圧されない「自在力」（aiśvarya）
が、満ちあふれていると説かれる。また、LT 2.28 において、生起する（udyatī）ラクシュミーが妨げられないのは「自在
力」（aiśvarya）のためであり、また、それは意欲（icchā）であるとも説かれる。Gupta は、「ここでの aiśvarya は、その語
がラクシュミーの本質的な性質として使用されているので、神的属性の 2 番目を意味してはいないであろう。それ故、この
コンテクストにおいて、aiśvarya は、彼女の本質を構成する 6 つの属性の集合を示している」と説明している［Gupta 2000: 
p. 16］。しかし、LT 2.28 の説を鑑みれば、この偈では単純に 6 つの属性の 2 番目である「自在力」（aiśvarya）の性質につい
て説かれていると考えることもできるであろう。

17 支配者（īśa）とは清浄な創造の段階で、ラクシュミー・ナーラーヤナの状態である。一方、被支配者（īśitavya）は不浄な
創造の段階である。Krishnamacharya による註釈においては、「清浄とそれとは別（不浄）の創造の 2 つの関係が言われて、
支配者と被支配者（支配されるべき者）という。守護されるべきものと守護するものの状態という意味である」

（“śuddhetarasṛṣṭyoḥ saṃbandha ucyate ─ īśeśitavyeti. rakṣyarakṣakabhāva ity arthaḥ.” [Krishnamacharya 1959: p. 12]）と説明される。
一方、Gupta は「最高神の本質、すなわち最高の真実（最高原理）としてのラクシュミーは、おおむね未分化のブラフマン
と同一である。次の段階において、〈最高神〉と〈彼の本質〉は、顕現した属性すなわち、ラクシュミーとナーラーヤナで
表された神的実在と最高精神として区別される。次の段階では、最高神は創造の内にあるけれども、それを超越している。
超越者としての彼は Īśa（支配者）であり、一方、内在者としての彼は支配された（宇宙）すなわち Īśitavya である」［Gupta 
2000: p. 16］と説明し、支配者（īśa）の位置づけがはっきりとしていないように思われる。

18 支配者（īśa）と支配者性（īśatā）の対応は、LT 第 2 章で説かれた清浄な創造の段階における「わたしという実在」
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（ahamartha）と「わたし性」（ahaṃtā）の関係に対応すると考えられる。そして、被支配者（īśitavya）は不浄な創造の段階
であり、知（cit）と無知（acit）の 2 種からなるのである。Gupta は「このように、同じ原理が、主観的であると同時に客
観的である世界に展開する。主観的創造としての最高の意識原理はその意識的性質を保持しているが、しかし、客観的創造
としてのそれは物質に変化する」と説明する［Gupta 2000: p. 16］。

19 被支配者は 2 種からなるのであるが、それぞれが、知（cit）：「知としてのシャクティ」（cit-śakti）＝享受者性（bhoktṛtā）、
無知（acit）：「無知としてのシャクティ」（acit-śakti）＝享受されるもの（bhogyopakaraṇa）ということである。

20 すなわち、揺さぶられたもの、促されたもの、または刺激されたものという意味である。
21 無知（avidyā）によって影響された「知としてのシャクティ」は享受者性を獲得するということ。
22 享受者として確立するには、自己とそれ以外を区別しなければならない。自己とそれ以外の区別が曖昧であれば享受者と享

受されるものの関係は成立することはできない。すなわち、享受者である主体と享受されるものである対象の関係である。
対象があるからこそそれを受け取る主体が必要であるし、逆にまた主体があるからこそ対象は成立するのである。そして、
その最初のものが「わたし」と「わたしのもの」の区別である。自己によって自己を認識するとは、すなわち、わたしであ
る主体から享受されるものとしての対象が区別されると言うことである。このような無知（acit）の機能はアハンカーラの
機能を連想させる。MBh 12.291.21 にはマハットの誕生を「知の創造」（vidyāsarga）、アハンカーラの誕生を「無知の創造」

（avidyāsarga）と説く。用語は異なるが、このようなアハンカーラのイメージを踏襲しているのかもしれない。一方、Gupta
は“That conscious element (citśakti), influenced by beginningless nescience (avidyā) which is introduced by me, becomes the enjoyer 

and, on account of its own ego-hood, identifies itself with non-conscious objects in terms of the relationship I and mine.”と訳す［Gupta 
2000: p. 16］。

23 LT 3.16–19 は前後関係が不明瞭で、内容が入り乱れている。まず知（cit）と無知（acit）、知（vidyā）と無知（avidyā）の関
係について説かれるが、その後に唐突に恩寵による顕現について語られる。Gupta は“That (absolute) knowledge present in 

the pure course (of creatoin) is introduced by me as the supreme Vyūha, ...”と訳し、「この文は混乱していて、無関係であるよう
に見えるが、最高神と彼の Śakti の究極的な本質を弟子に思い起こさせるためにここに置かれている」と説明している

［Gupta 2000: p. 16］。
24 13 偈の Krishnamacharya の註釈にある通り、守護するものは、清浄の創造の段階であり、支配者（īśa）である。一方、守

護されるものは、不浄の創造の段階であり、被支配者（īśitavya）である。
25 支配者（īśa）と被支配者（īśitavya）とが区別される状態のこと。Gupta も参照［Gupta 2000: p. 17］。
26 この文章は乱れているため、意味が判然としない。「わたしは支配者（īśa）であって、被支配者（īśitavya）ではない。かの

永遠なる神もまた」と訳すことも可能であるが、ラクシュミーであるわたしが、支配者（īśa）であるのは不自然であり、
支配者（īśa）は男性形であるから矛盾が生じる。また、「わたしは支配者（īśa）でも被支配者（支配されるべき者、
īśitavya）でもない。かの永遠なる神もまた〔同様である〕」と訳すこともできるかもしれない。Gupta も“The eternal God 

and myself do not (really possess the aspects of) Īśa or īśitavya.”と訳している。しかしこの場合、支配者（īśa）はナーラーヤナ、
支配者性（īśatā）はラクシュミーと同定される LT 3.14 の内容と矛盾してしまう。おそらくこの偈では、被支配者（īśitavya）
は、不浄な創造の段階であるため、清浄な創造の段階であるラクシュミー（わたし）とナーラーヤナは直接に関係していな
いということを意味しているのであろう。

27 LT 第 5 章では、物質的創造が 3 種類において説かれている。このことを指している可能性もある。
28 第 3 番目の段階とは何を指しているのであろうか。まず考えられるのは、1 番目は支配者（īśa）と支配者性（īśatā）、2 番目

が被支配者（īśitavya）、そして 3 番目が「知としてのシャクティ」（cit-śakti）と「無知としてのシャクティ」（acit-śakti）で
ある。あるいは LT 第 5 章の物質世界の創造の第 3 番目と関連しているかもしれない。

29 Gupta は、「これらのシャクティは、一見すると、異なるものとして認められるが、基本的にそれらはまったく同一のシャ
クティである」と説明し、第 4 章を参照するよう指示している［Gupta 2000: p. 17］。

30 おそらく不浄な創造の段階にあるものであろう。LT 3.16 も見よ。Gupta は、“Influenced by beginningless nescience it ...”と
訳す［Gupta 2000: p. 17］。

31 “idam”は中性名詞であり、何を指しているのか不明である。文法的に合わないが、知としてのシャクティか無知としての
シャクティ、あるいはシャクティそのものを挿しているのかもしれない。

32 Gupta は“... yet I voluntarily manifest myself as such.”と訳す［Gupta 2000: p. 17］。
33 saṃvid ＝ jñāna と考えられる。LT 3.2; 8 を参照。
34 Gupta は“bhajet”を“produces”、“bhaje”を“assume”と訳している［Gupta 2000: p. 17］が、両方とも「〔の状態〕をと

る」と訳した。火が自ら生み出した煙によって煙の性質を帯びるということ、そして同様に、本来清浄であるものが、不浄
なものへと変化するが、それによって、清浄であるものもまた、不浄なものの性質を帯びるということである。Krishna-
macharya による註釈では、「炎（jvalana）の本性である火（煙の印を持つもの、dhūmaketu）も、汚れた煙の性質を受け取
るように、そのように、無知（ajñāna）の自性であるわたしも、無知（acit）の状態になって、という意味である」
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（“jvalanasvabhāvo ’pi dhūmaketur yathā malinadhūmarūpatāṃ pratipadyate, tathājñānasvarūpāpy aham acidbhāvam āpadya ity arthaḥ.” 
[Krishnamacharya 1959: p. 12]）と説明されている。

35 すなわち、すべての言葉によって確証されている、ということである。
36 Krishnamacharya による註釈では、次のように説かれている。「〈心に想起させる拠り所として〉（“ādhyānopadhinā”）とは。

『わたしの意欲としての制限によって』という意味である。あるいは『瞑想の拠り所のために』という意味である。次のよ
う に 言 わ れ る。『 瞑 想 と い う 平 安 の 場 所 で あ る 』（“dhyānaviśrāmabhūmayaḥ” LT 4.24） と 」（“ādhyānopadhineti. 

madicchārūpopādhinety arthaḥ. dhyānālambanārtham iti vārthaḥ. yathā vakṣyati ─ ‘dhyānaviśrāmabhūmayaḥ’ (LT 4.24) iti.” [Krishna-

macharya 1959: pp. 12–13]）。これに関して、Gupta は、「編者は“ādhyānopadhi”に 2 つの説明を与えている。1）制限として
のわたしの意欲、2）わたしを心に描くために必要な制限。最初の方が妥当と思われる。」と説明し、“voluntarily”と訳して
いる［Gupta 2000: p. 17］。しかし、“ādhyānopadhi”には意欲というような意味は見出せず、2 番目の方が妥当と考えられ、
そのように訳した。

37 Gupta は外を無知（non-conscious）の創造、内を知（conscious）の創造に当てはめている［Gupta 2000: p. 17］。
38 おそらくこの偈は、30 偈で制限されると説かれたため、知（cit）が制限されるのであって、女神は本来的に制限されるも

のではないということを説明するために説かれているのであろう。Gupta の訳では、“Such limitations are imposed by my own 

(divine) sovereign (will) and I am subordinate to none”というように、“Such limitations”を補っている［Gupta 2000: p. 17］。
39 Krishnamacharya による註釈には、「〈創造しないこと〉（“asṛṣṭiḥ”）とは。ここにおいて「そして、慈悲（anukampā）に促

されたものは、ただ楽のみを創造すべし」という『シュローカヴァールッティカ』の言葉が思い出されるべきである」
（“asṛṣṭir iti. atra “sṛjec ca sukham evaikam anukampāpracoditaḥ” iti ślokavārttikavacanaṃ smartavyam.” [Krishnamacharya 1959: p. 

13]）と説かれる。
40 LT 1.30–32 を参照。
41 “kartṛ”について、Gupta が“a creator”と訳しているように［Gupta 2000: p. 18］、ここでの行為者とは創造者のことであろ

うか。2.46cd; 47ab において、わたし（ラクシュミー）が作者性（kartṛtva）を自らに獲得する状態がプラディユムナである
と説かれており、その作者性（kartṛtva）は創造者の性質であると考えられる。これに従えば、ここでも同様に、“kartṛ”に
創造者の性質を認めることはできるのであろうが、単純に行為者としても考えられる。

42 32 偈から 37 偈のこの一連の問答は、インド思想に横たわる根本的問題を孕んでいる。32 偈では、まず、楽と苦がある世界
をどうして創造するのか、楽のみの世界を創造するか、そうでなければ創造しなければ良いのではないか、と問われる。そ
れに対する回答として、33 偈では、善と悪があるから、楽と苦のある世界を創造するという、ある意味単なる現状説明に
すぎない回答がなされる。そこでさらに追求して、自身の意欲により創造しているのではないのか、いったいどこに自身の
意欲があるのか、自身の意欲によってではなく、創造させられているのではないかとの問いが投げかけられる。そこで、自
身の意欲は行為によって影響されることはなく、また、独立したものであり、何ものにも従属することはないと説明し、最
終的に遊戯（līlā）が原因であるとして、この問答を締めくくる。このように、清浄であり、恩寵を持つ最高神が、どうし
て苦の世界を創造するのかという問いに対する説明として、最終的に最高神の遊戯（līlā）として問答を終わらせてしまう
のである。

　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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『縁起経釈論』の「生」「老死」解釈訳註

堀内　俊郎

はじめに

　『縁起経釈論』（PSVy）という著作は、世親（ヴァスバンドゥ）による『縁起経』の註釈書という体裁を取るが、

その実、縁起とは何かという問題に対する詳細な論文である。本論に関しては松田和信による再発見といってもよ

い画期的な業績や、続く諸研究によって、地盤が固められた。本庄良文の『決定義経註』和訳による、同論との対

応の指摘も重要である。『縁起経釈論』には徳慧（グナマティ）による註釈（PSVyT）があるが、同氏がその訳註

で指示するように、『決定義経註』には『縁起経釈論』のみならず、その徳慧註と対応する箇所すら、いくつか見

られるのである。室寺義仁によるいくつかの支分に対する校訂テキストや訳註などの一連の研究も着実な進展をも

たらした。ただ、それ以降は研究が大幅には進んでいない状況にあるといってよい（先行研究の詳細については楠

本［2007］を参照。また、近年では荘［2013ab］がある）。言及があってもチベット語訳の誤読にもとづく誤解も

散見される 1。

　本稿では、そのうち、これまで取り上げられてこなかった、生と老死の解釈について訳註を提示する。「老死」

解釈のあとには『縁起経』の残りの経文に関する解釈や議論が続くが、そこは扱わない。

　ところで、本論は縁起に対するさまざまな異説や他の経典の説を引き合いに出しているため議論が複雑となって

おり、世親の本意がどこにあるかが分かりにくいということは確かである。他方、徳慧註では、十二支縁起の各支

分の解釈の最後に、それぞれの支分に対する世親による解釈の要義（piṇḍārtha）が、5、乃至、15 の観点からまと

められている。それらの要義は世親本文の一々の箇所との対応づけがなされており、一種の分段ともなっているわ

けである。本訳註ではその分段を採用し、その内容を【 】内に挙げておくこととする。

凡例
＜＞：徳慧註による補い。

〔〕： 筆者による補い。

＊： 徳慧註による「要義」が指示する世親本文の箇所（本訳註では分段のわかりやすさという観点から少し位置を

変えて（たいていは徳慧が指示するよりも前の箇所に）要義の場所を示したことが多い）。

【】： 徳慧によるその「要義」にもとづく分段。
＊： 想定サンスクリット。

+ +： AVSN に対応がある箇所（同論には相当の分量、本論に対応する箇所がある。また、本庄訳によって適切

な訳が与えられている。生や老死の同義語などについてはそれや本庄［2014: 360-361］を参考にさせていた

だいた。なお、AVSN に対応しない箇所もあり、また、『縁起経釈論』や徳慧註によって逆に AVSN の読

みが修正しうる箇所もいくつか存在する）。

訳註
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訳註
「生の分別章」

（PSVy, D47b6-, P55a2-; PSVyT, D198a1-, P238b8- 2）

　【（I）有情数（有情に含まれること）の設定 3】

 「「有を縁として生」とい（D48a）う生とは何かというと、（i）＊あれこれの有情にとっての、＜（ii）あれこれの

有情の集合（ris）における（1）生、（2）発生、（3）入〔胎〕、（4）出生、（5）出現、（6）蘊の獲得、（7）界

の獲得、（8）処の獲得、（9）諸蘊の出生、（10）命根の出現、これが生と言われる＞」

と詳細に出ているそれら〔の経句〕によっては、どのような者たちにとって〔の生であり（＝（i））〕、どこにおけ

る〔生であり（＝（ii））〕、生の特質は何か（＝（（1）～（10）））、というそのことが説かれる

　+「（i）あれこれの」とは、〔三〕界、〔五〕趣、〔四〕胎（yoni ＝四生）、〔四〕州、身体の本体の区分 4 が異なっ

ている有情たちにとっての、である +。名とその色が結合したもの 5 が、「有情（*sattva）」と言われる。なぜなら、

“ 執着の力によって結合している相続の住まいであるから 6” というのが語源解釈であるから。この「結合している

相続」と言われるものは何かというと、因果の事物が結合している相続が、「結合している相続」と言われる。こ

こで「相続」とは、連続体（breng chags）であると主張される。それはまた、相続が断絶しないことである。

　【（II）共通〔性〕（mthun pa）の設定】＊ +「（ii）あれこれの有情の集合（ris）に」とは、およそ、あるものと

類似する有情の集まり（衆同分）を指す +。

　【（III）同義語の必要性の設定】「（1）生、（2）出生」と詳細に出ているのは、＊順々に解説される 7 のが、生の

同義語である。すなわち、別の観点から説くのが適切である。

　「生とは何かというと、生であるものである」というこの語の流儀（lugs）は以前に生じていないというならば、

これは以前に生じていないのではなく、それらは以前に生じたのである。なぜなら、意図的なものだ 8 から。つま

り、同様に、他の諸の〔同義語〕にとっても、意味に区別はないと説くために。＊ + 状態の相違（viśeṣa）を説く

意味を持つのが、他の同義語である。

　【（IV）異なった状態の特質の設定】＊つまり、引かれた通りに 9、名色を始めとし、受に至るまでの間の最初の

出現 10 が、「（1）生」である。なぜなら、その時に、その有（P55b）情の衆同分（ris skal ba 'dra ba）に生まれるから。

＊生まれてから 11、名色が完成するのが、「（2）発生」である。名色が完成し〔てから〕感官（根）が欠くことな

き（*avikala）12 状態に行くのが、「（3）入〔胎〕」である。入〔胎〕してから 13、六処が、母の胎から生じて 14、

〔色などという〕対象を認識することに直面して出生するのが、「（4）出生 15」である。つまり、母胎の門から生ず

ることである。生まれた者がさらに存続すること 16 が、「（5）出現」である。

　そのようであれば、「有を縁として生」というのは、完き生（＝一生）に含まれている +。以前（前世）に引か

れた通りに、名色、乃至、受に至るまで、+ これが、異なった状態の特質（D48b）である。

　【（V）自相の設定】＊生の自相は、有情たちにとっての自己の本体（身体）の獲得（*ātmabhāvapratilambha）で

ある。その自己の本体の獲得を説くのが、「（6）蘊の獲得、（7）界の獲得、（8）処の獲得」と言われる。そのよう

であれば、有情たちの自己性（bdag nyid）は 3 種類である。なぜなら、蘊など（＝蘊・界・処）という相続に対

して有情であると想念して執着しているからである。〔蘊など〕3 つを述べたのは、“（i）単一であり（ii）身体を

持ち（iii）対象を認識するものが我（アートマン）である ” という、3 種類の我という想定（我についての 3 種類

の想定）を取り除くために。（i'）集積（rāśi）の意味が蘊の意味 17 であるので、「蘊」と述べたのは、単一のもの

が我であるという想定を取り除くためである 18。（ii'）法のみで、欠いているものが界である、というのが語源解

釈 19 であるので、「界」と述べたのは、身体を持つものが我であるという想定を取り除くためである。（iii'）眼な

どという、対象を認識するものは諸の処（āyatana）であって 20、認識する我などはまったく存在しないので、「処」

と述べたのは、第 3 の我という想定を取り除くためである（P56a）。

　【（VI）包摂の設定】＊そのように、状態と共である生の特質の異なりを詳細に説いてから、さらに簡略に説く

のが、「（9）諸蘊の出生」「（10）命根の出現」である。そのように考えれば、湿生と化生の有情たちの生の特質も

説かれたのである。そのなか、新しく生ずることが、「出生」である 21。「命根」とは、有情たちの以前（前世）の

業によって引かれた、衆同分（skal ba 'dra ba）の相続へ結合させる能力であり、それによって、その衆同分（ris 
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mthun pa）に生まれた蘊の相続 22 が活動して住する。そして、その住すること（存続）も、「命」と言われる。

　そのようであれば、要略すれば、衆同分に結生して、相続を伴っているのが、生であると説かれたのである。

　【問い】5 種類の生のうち 23、最初の生（＝（1））は、とりあえず、「有を縁として」であるということが適切で

あろうが、一方、その後の諸の〔生〕は、後のものが〔その〕後のものの縁であるのであるから、どうして「有を

縁として」と言われるのか。

　【答え】【（VII）有の縁であることの設定】＊有によって、最初の「生（＝（1））」に対して、以下のような姿を

持つ能力をあらしめ〔る。すなわち、〕その〔能力の〕特殊性によって、残りの他の〔4 つの〕状態も、後のもの

が〔その〕後のものの縁となるのである。それ（＝有）が根本であるから（D49a）、「有を縁として」と説かれる +。

　『分別〔縁起〕初勝〔法門〕経』にも、世尊によって、

 「そのように、比丘たちよ、4 種類の特質を持つ生は、（I）どのような順序で生まれるのか、（II）何が生まれ

るのか、（III）どのように生まれるのか、それが、この生の特質であると知られるべきである」

と説かれている。「4 種類の生の特質」とは、引かれた通りの（i）名色と（ii）六処と（iii）触と（iv）受の特質で

ある。

　【（VIII）順序の設定】（I'）どのような順序で生まれるのかは、＊（1'）種子を植える生 24 と、その後に、（2'）そ

れが増大する生 25 と、その後に、（3'）生まれた（*prasūta）生 26 と、その後に、（4'）増大する生 27 と、（5'）増大

してから（P56b）、享受と言語表現の能力を得る生で 28 あり、この順序で生まれるのである。

　【（IX）身体（本体、lus）の設定】（II'）生とはさらに何か（＝何が生まれるのか）というと、＊蘊・界・処が生

（生まれる）なのであって、我ではない 29。なぜかというと、蘊などが増大へと赴くからである 30。

　【（X）それが無常であることの設定】（III'）〔どのように生まれるのかというと、〕無常 31 で、命根の力によっ

て 32 であり、限りある期間住する法性（きまり）でもあるので、＊無常なものが生である 33。

　そのように解説されるものが、順に、生の 10 の同義語であると述べられる。

　【（XI）主要な縁の設定】

　【問い】「有を縁として生」と言われるここで、縁（pratyaya、ここでは有）と縁を持つもの（pratyayin、ここで

は生）の 2 つが確定と不確定であることにおいて、過失がある。つまり、もし、（A）有のみが生の縁であれば、

「3 つの機会（sthāna、出来事、条件）が集まること 34 から、母胎に子は執着する（＝入胎する）35 であろう」と出

ている経典 36 が見捨てられるであろう。（B）あるいは、生のみが〔有を〕縁〔として持つもの〕であれば、有と

なる業は、等流果にとっての因と縁ではなくなってしまうであろう 37。そして、それ（＝有となる業）を認識対象

とする心と心所の所縁縁ではなくなってしまうであろう。（C）あるいは、両方が確定であれば、2 種類〔とも〕の

過失がある。あるいは、不確定であれば、解説は無意味となろう。

　【答え】無意味とはならない。なぜなら、主要な縁を解説しているから。＊有は主要な縁に他ならない。それ

（＝有）なしには生は不可能であるから。〔それなしには〕ガンダルヴァも存在しなくなるであろう 38。3 種類の機

会がなくとも、湿生〔の者たち〕と化生の者たちと無色〔界〕の者たちには、適宜、生があるに他ならない 39

（D49b）。

「老死の分別章」（そのうち、老死解釈の部分のみ）

（PSVy, D49b1-, P56b8-, PSVyT, D202b6-, P245a3-）

　【（I）区別の設定】

 +「「生を縁として老死」と言われる老とは何かというと、＊およそ、その（1）脱毛、（2）白髪 +、＜（3）

皺が多いこと、（4）萎れること（jīrṇatā）、（5）かがむこと、（6）駝背、（7）斑点に飾られた（しみだらけの）

体躯であること、（8）ぜいぜいと息をする身体であること、（9）前屈みの身体であること、（10）杖に寄りか

かること、（11）遅鈍（dhandhatva）、（12）痴呆（mandatva）、（13）減退（hāni）、（14）衰弱（parihāṇi）、（15）

感 官 の 老 熟、（16）〔 感 官 の 〕 衰 退（nyams pa, paribheda）、（17）〔 寿 〕 行 が 古 く な る こ と、（18） 老 衰

（jarjarībhāva）である＞」

+ と詳細に出ている 18 のあり方によって、【（II）自相の設定】＊ 7 種類の変化（yongs su 'gyur ba, vipariṇāma）の
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特（P57a）質が、衰退（yongs su nyams pa, paribheda）である「老」であると説かれた。

　【（III）自相の区別の設定】［I］色が変化する特質は、（1'）髪の消滅、（2'）髪の変色 40、（3'）皮膚の縮み、（4'）

光彩の衰退 41、（5'）肉の弛緩、（6'）譬喩を伴った身体の形状の変化、（7'）〔皮膚の〕色の退化によって〔説かれ

た〕。［II］力が変化する特質は、（8'）音を伴う過度な呼吸、（9'）立つ時と（10'）行く時の両方で、倒れんばかり

になることである。［III］智慧が変化する特質は、（11'）愚鈍さによって。なぜなら、善説と悪説の諸法の意味と、

なすべきこととなされるべきではないことを知る力がないから。［IV］記憶が変化する特質は、（12'）すぐに忘れ、

記憶が明瞭でないことである。［V］性交と食事の享受の安楽が変化する特質は、（13'）男性性（puṃstva）が損な

われることと、（14'）消化する火（消化力）が弱まることによって。［VI］感官が変化する特質は、（15'）対象認識

への力が劣り、（16'）消滅することによって。［VII］寿が変化する特質は、（17'）寿行（āyuḥsaṃskāra）が死に近づ

いたことと、（18'）僅かな害 42 に堪えられないことによる +。

　『分別〔縁起〕初勝〔法門経〕』に、

 「【（IV）害（gnod pa）の設定】比丘たちよ、4 種類の生 43 の時に、変化によってなされる 5 種類の＊衰邁 44 が、

老と言われる。【（V）害の区別の設定】5 種類の衰邁の中で、［I］髪の衰邁は、（1'）脱毛と（2'）変色のゆえ

に。［II］身体の衰邁は、（3'）相貌と（4'）肉体と（5'）力と（7'）色が変化するから 45。［III］業の衰邁は、

（8'）語る時にはぜいぜいと息〔があがる〕身体であるから。（6'）立っている時には駝背 46 であるか（P57b）ら。

（9'）坐っている時には身体が前屈みになるから。（10'）行く時には杖に依るから。意についていえば、（11'）

智慧が蒙昧となることと、（12'）記憶が弱くもなるので。［IV］享受の衰邁は、（13'）生活資具の享受が弱くな

るので、そして、（D50a）（14'）遊戯具と玩具 47 を、どんなあり方でも享受できないから。そして、（15'）諸の有

色根が自分の対象に対して不明瞭に活動する、（16'）もしくは活動しないから。［V］命根の衰微は、（17'）寿

の尽きることと死に近づくことと、（18'）ごくわずかな死の縁にも堪えられないから」

と説かれている。

　それら 18 の老の同義語は、そのように説かれた、と述べられる。

 「+ 死（maraṇa）とは何かというと +、有情である者たちにとっての、あれこれの集合からの、+1）死没、（2）

死滅 +、＜（3）破壊、（4）没滅、（5）寿の喪失、（6）体温の喪失、（7）命根の滅、（8）諸蘊の放棄、（9）死、

（10）命終＞」

+ と、詳細に 10 種の同義語が出ている。

　【（I）説示の設定 48】＊「（1）死没（cyuti）」とは、その有情の集合（＝衆同分）から離れることである。「（2）

死滅」とは、死の状態である。つまり、ある者が死ぬこと、それが「（1）死没」であって、その抽象名詞（*bhāva）

が、「（2）死滅（cyavanatā）」、すなわち死没の状態である。【（II）それを確定的に示すことの設定】＊「（3）破壊」

とは、色身（色蘊）から名身（非色の四蘊＝受・想・行・識蘊）が離れることである 49。「（4）没滅」とは、まさ

にそれ（＝（3））によって 50、色身において、諸の有色根（＝眼などの根）が断絶することである 51。「（5）寿の

喪失」と「（6）体温の喪失」の両者もまた、以前（前世）に引かれた 52 住（存続）の因と、〔寿を〕扶助する食

（*āhāra）も尽きるからであると示されている +。つまり、他の経典で、

 「有情たちは食に住（依拠）している。あるいは、行（形成力）に居住している 53」

と説かれているので、2 句・2 句で、「（1）死没、（2）死滅」であると説かれた 54。

　+ このようにして、まず、命尽〔した者にとって〕、順に、（i）死と（ii）死の状態〔があるが〕、その二つが「死

（maraṇa）」であると説かれた。

　【（III）全体的な設定】他方、寿が滅びておらず命根を具えている者も、天寿を全うせずに 55（P58a）死ぬ〔ことが

ある〕。それが、＊「（7）命根の滅、（8）諸蘊 56 の放棄、（9）死」と言われ〔た。以上が死についての〕全体的な

説示である 57。

　【（IV）命根の滅の確定的な解説の設定】＊「（7）命根の滅」とは何かというと、「（10）命終（kālakriyā）」と言

われる。時の全うという意味である +。それ（＝（10））によって、前〔世〕の業によって引かれたものであり、

衆同分の（境涯を同じくする、skal ba 'dra ba）蘊の相続が住するところの時、それの終焉が「（7）命根の滅」で

あって、命根という別のもの 58 があるのではないと示された。
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　『分別〔縁起〕初勝〔法門経〕』に、

 「比丘たちよ、4 種類の特質を持つ生において、死の（D50b）区別は 6 種類であると知られるべきである。つまり、

【（V）別の観点（*paryāya）からの残余なき死の設定】＊［I］全うした死 59、【（VI）残余ある死の設定】＊

［II］全うしていない死 60、【（VII）死〔である〕と確定的に把捉する死の設定】［III］死の自相 61、【（VIII）死

を確定的に説明する設定】＊［IV］全うしていない死の区別 62、［V］全うした死の区別 63、【（IX）危険を避

けなかったこと 64 と引発（*ākṣepa）が尽きたことの設定】［VI］非時に 65、そして〔妥当な〕時に死ぬこと 66

である。比丘たちよ、そのなか、（III'）死の自相は、身体から識が離れて滅ぶことと、諸の有色根が没するこ

とから知られるべきである」

と説かれている。それらが、それら 10 種類の、死の同義語の意味であると説かれたのである。

（PSVy, -D50b2, -P58a6, PSVyT, -D206a5, -P249a5）
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１ 後学の義務として、先行研究への敬意をもちつつ、それらについても指摘する必要があろう。こういうものはどなたかがま
とまった全訳を公表した際に正しい訳を提示されればよいだけの話であるが、内容理解に重要で、早急な修正を要するもの
もいくつかある。

　　・ 楠本［2007: 152］は、『縁起経釈論』冒頭部のある箇所（PSVy, D4a4, P4b3-4）について「彼等（Sāṃkhya 学派の者）に
よれば、生起が存在しなくても、原因・結果は存在する、と認められるのである。だが、先には無くして今ある

（abhūtvābhāva）のが「生起」であることはないのである」と訳し、同氏はその読みに基づいて、「ところで、『縁起経釈』
では、「先には無くして今あるのが生起ではない」と明言されているが」云々と述べ、この解釈は「経量部的であるとは
言えない」といい、あれこれ考察している（同 153）。
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 しかし、原文は de dag ni skye ba med par (D pa) yang rgyu dang 'bras bu yod par 'dod kyi/ ma byung ba las byung ba skye ba yin 

par ni ma yin no// で、訳は以下の通り。「彼ら（サーンキヤ学派の者たち）は、生起がなくとも因果が存在すると主張する
のであって、もとなくして〔今〕あること（abhūtvābhāva、本無今有）が生起であると〔主張している〕のではない」。
ゆえに、ここで世親はサーンキヤが本無今有を生起であると主張しているのではないことを言っているに過ぎず、世親自
身としてはかえって〔その意味での〕経量部の本無今有論に立つに他ならないのである。それは本論の他の箇所でも明確
に見られる世親の立場である（D5b6, P6a7; D55b7, P64b8）。

 ・楠本同 240 で「行」の分別に関し、同論中（PSVy, D12b4, P13b5）の lus を las と勘違いして「業」と訳しているのは
ケアレスミスの範囲であるが、その読解が後での議論を無駄に面倒にしている（同 240-241）。Muroji［1993: 126］では正
しく訳されている。

　　・ 楠本同 159 は、『縁起経釈論』冒頭部分で『分別縁起初勝法門経』を引くなかで同経からの引用部分のある箇所を、
「‘pratītyasamutpāda’ の相は、三種である。不動（āniñja）なる縁から生ずる相…」と訳している。そこで「不動」と訳さ
れた箇所のチベット語は g-yo ba med pa だが、こういう場合のこの語の原語は福・非福・不動の一つである āniñja/ 

āneñj[y]a ではなく、nirīha が想定される。ちなみに、同経の玄奘訳では「無動作」（大正 16.840b19）。達磨笈多訳では「不
動」だが、その割註には「泥梨賀」と音写すら提示されている（大正 16.833b11）。これはこの文脈で重要な用語である。
なお、楠本同書には書評が二つあるが、こういうことは指摘されていない。特に一番目のことは重要と思われるにも関わ
らず。

　　・ 荘［2013a: 36］は「受支」の解釈の訳註の中で、reg pa ni btags pa yin te dris* 'dra ba bzhin no zhe na yang de ltar na mi ldan pa 

yin par gyur la（*DC dris; PNG ris）とある中の下線部を、「論難の如くである」と訳す。しかし、ここは北京版等に従い
ris を採り、「衆同分の如くである」と訳すべきである。衆同分は本論では（「老」の訳註を参照）skal ba 'dra ba や ris 

mthun pa と表記されるが、ris 'dra ba も文脈上、同じものを指すと見られる。その衆同分はむろん心不相応行法の一つで、
有部とは異なり経量部では実有ではなく仮有・仮法とされるもの。

　　・ 荘同 37-38 は、経典（『縁起経』）に「六処を縁として触」とあるのは主要な縁が説かれているのだとし、また、その触が
六触身（眼触、乃至、意触）であるとされていることについて、世親が「眼など〔の感官〕を通じて触が説かれたので
あって、色など〔の対象〕を通じて説かれたのではない」と述べている箇所も取り上げている（PSVy, D32a, P36a-b）。
その直後に喩例を出して、rnga sgra bzhin no とあるのが、同論文では「耳・声の如くである」と訳されている。しかし、
これは「太鼓の音の如くである」と訳される。前後の文脈であるが、徳慧は、「たとえば太鼓は原因の主要なものである
から‘太鼓の音’と述べられるが、‘ばち

0 0

の音’とは言われない、そのように。太鼓はその〔音の〕原因の主要なもので
あることも、その拠り処であるからであり、そして、共通ではない原因であるから。ばち

0 0

などは、ダマル（太鼓の一種）
などの音の原因ともなる。同様に、六処は触の縁の主要なものである」（PSVyT, D159b4-6, P192a5-7）という。

　　・ ちなみに、PSVy, D32a, P36b で de las として挙げられている経典（荘同 39-40）を、同 49 は「未比定経典」というが、
その経典は同氏がせっかく直前で比定した『覆障経』（同 38）に他ならない。

２ Cf. AVSN, 14710ff., 本庄［1986: 83ff.］, Samtani［2002: 101ff.］, AVT, P65b8ff.
３ DP ともに、徳慧による生の要義の数は 12（bcu gnyis, PSVyT, D212a6, P244a8）とあるが、実際には 11 しかない。
４ 徳慧によれば、容色の良し悪し、〔身体の〕大きさ、寿命の長さなどの異なり。
５ ming dang gzugs de 'brel pa: 徳慧によれば、名とは非色の四蘊（＝受・想・行・識）。それと結合した色とは、諸の有色根。
６ chags pa'i dbang gis 'brel pa'i rgyun gnas pas: sattva（有情）に対する語源解釈。この箇所は AVSN に対応がないが、徳慧によっ

て試みに梵語を想定してみれば、sa=chags pa, *saṅga, tt（チベット語表記では rta とあるが tta であろう）='brel pa'i rgyun, 

*sahita-saṃtāna, va=gnas pa, *vāsa あたりか。
７  徳慧によれば、第一句（＝（1））が第二句（＝（2））によって説明される、等ということ。
８ blo snga ba, *buddhipūrva（ka）．文脈は、経文は「生とは生である」と説いているが、そのような解説は無意味な同語反復

ではない、ということ。
９ 前世の業によってということ。原語 ā√kṣip は本論の所々で登場する。
10 PSVy, DP: dngos po 'byung ba, PSVyT DP: dang po byung ba: 徳 慧 に よ れ ば、 最 初 に 母 胎 の 中 に 生 ま れ る こ と。 AVSN: 

prathamodaya.

11 skyes nas, AVSN: jātasya. 生まれてから / 生まれた〔有情〕にとって。
12 徳慧は、「六処に摂せられる感官（根）」という。なお、dbang po ma tshang ba med pa は *avikalendriya が想定されるが、

AVSN では avaśiṣtendriya。
13 'phos nas: *avakrāntasya: AVSN 本 文（148.3） で は avakrāntaṣaḍāyatanasya と あ る。 そ れ は、 同 fn.3 に よ れ ば、 写 本 に は

avakrāntasya ṣaḍā と゚あるのを直したのだという。諸訳もこれに従う。だが、直す必要はない。前前註も参照。
14 bung ste: AVSN: 生じつつある者にとって。
15 abhinirvṛtti: 本庄訳が梵本を挙げて示唆しているように、これも語源解釈で、AVSN: abhimukhā, nirvṛtti。
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16 btsas phyin chad 'dug pa: 徳慧によれば、「出現（prādurbhāva）」に対する語源解釈の方規による解説。AVSN: prasavād ūrdhvaṃ 

bhāva。
17 諸訳が指摘するように、『倶舎論』「界品」20ab 偈。
18 徳慧によれば、総体として捉えること（piṇḍagrāha）が誤りであるということ。
19 chos tsam gsog: AVSN: dharma-mātra, tuccha。徳慧は、空というのと同義であるので、身体を持つものが我であるという理解

が除かれたのだという（stong zhes bya ba'i tha tshig yin pas lus can bdag yin par rtog pa bstsal ba yin no//）。
20 mig la sogs pa yul la dmigs par byed pa ni skye mched rnams yin gyi: 他方、AVSN によれば、「眼などは対象認識の処であって」

で、こちらが分かりやすい。
21 徳慧によれば結生のこと。
22 byung ste/ phung po'i rgyun 'jug cing: AVSN は、「生まれた諸の蘊が、相続をもって」。
23 AVSN にもこうある。しかし、AVSN 所釈の阿含（AVS）では 6 種類の生が説かれている（upapatti が加わっている）。

AVSN は、『縁起経釈論』をそのまま引用したためにこのような齟齬をきたしたのであろう）
24 ＝（1）。徳慧によれば、卵子と精子がカララの中に識の種子を植えること。
25 ＝（2）。徳慧によれば、結生の刹那以外で、六処に至るまで。
26 ＝（3）。徳慧によれば、母胎の門から生まれ出ること。なお、PSVy, PSVyT P: btsas pa'i skye ba, PSVy, PSVyT D: bcas pa'i skye 

ba。
27 ＝（4）。徳慧によれば、赤子の状態から、享受と言語表現をなす能力を得ないまでの間こと。
28 ＝（5）。徳慧によれば、ある縁から、享受と言語表現をなす能力があるところのもの。
29 徳慧は生の支分の解釈の末尾で「要義」を提示するに際し、この箇所を引いた後、「不生からの生起を特質とする生の身体

（本体）は、蘊・界・処である。蘊などが生なのである」という。
30 ＝（6）～（8）。
31 ＝（9）。
32 ＝（10）。
33 PSVy DP: mi rtag pa skye ba nyid skye ba yin no; PSVyT DP: mi rtag pa nyid skye ba yin no = PSVyT, D202b6, P245a1-2（「要義」で

世親本文が再び指示される中）。PSVyT に従う。
34 3 つとは、徳慧訳によれば、適切な時を具えていること（＝母の月経）、父母の二人が貪りをもって交合すること、ガンダ

ルヴァが近接すること。
35 ma'i mngal du bu chags* par 'gyur ro（*P: 'chags, D chags. PSVyT も同様）: AKBh, 121.22: mātuḥ kukṣau garbhasyāvakrāntir bhavati 

(=Dharmaskandha, Dietz ed., 36; Divyāvadāna, L.Vaidya ed., 1: purtā jāyante duhitāraś ca)。諸本に従い、入胎する、ぐらいで理解
しておく。

36 『中阿含』201 経、大正 1.769b.
37 徳慧：衆同分（skal ba 'dra ba）の因に含まれる類似の果の縁とならなくなるであろう。なぜなら、有（DP は sred だが srid

と読む）を縁として生のみであって、他はそうではないから。
38 徳慧：〔有なしには、たとえ〕2 つの機会が集まってもガンダルヴァもないであろう。「それなしには」と結びつく。それゆ

えまた、有が主要な縁であって、ガンダルヴァはそうではない。
39 徳慧：湿生と化生の者たちには、2 つの機会（sthāna）がなくとも、生がある。母が月経で（ma ni rung ba yin te/ dus dang 

ldan pa dang: Cf. AKBh 前掲箇所 : mātā kalyā 'pi bhavati ṛtumatī ca）、父母の両者が貪著して交合すること、この 2 つがなくと
も、生はある。無色〔界〕では 3 つの機会がなくとも生がある。そこでは、父母のあり方（lugs）があるのではなく、中有
もあるのではない。それゆえまた、有のみが主要な縁であることが成立する。

40 skra mdog gyur pa : AVSN, 151.4-5 では、keśavaidharmya が 2 回、 keśavaivarṇya が 1 回出る。他方、徳慧では一貫して skra 

mdog gyur pa, *keśavaivarṇya である。
41 AVSN では cyuti-paribheda とありこれまで訂正案もない（AVSN, 151.9, 本庄［1989: 86］「脱落という衰滅（?）」、Samtani

［2002: 104］: phased disintegration）が、PSVy: mdangs yongs su nyams pa と字体の類似から、*dyuti-paribheda と訂正したい。
Samtani による誤読であろう。（4）に対応するという文脈からも。

42 yo byad: 世親・徳慧ともにこうあるが、AVSN では apacāra。ここは PSVy, PSVyT が upacāra と間違えたか原文には誤って
そのようにあったのを訳したものとみて、apacāra で訳す。AVSN 当該箇所の脚註（153.n.1）を参照。

43 生の分別章を参照。
44 phongs pa, *vyasana/ vipatti. AVS 玄奘訳では「衰損」、達磨笈多訳では「衰悪」。
45 （5）と（7）に対応する。この順序は問題であったようで、徳慧は、「ここでも、順序は、「（5）かがむこと」の直後に「（7）

斑点に飾られた（しみだらけの）体躯であること」であるというこれに他ならない」と述べている。ただ、徳慧はこの老死
の分別章の冒頭では（5），（6）の順序で挙げている。世親の註釈によってもこちらの順序が支持される。
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46 gdung ma gug pa bzhin du gug por gyur pa: （6）の原語は gopānasī で、それは徳慧が経句を列挙する際には ba lang sgur po chu 

'thung ba ltar gug pa と訳されていた（PSVyT, D203a1, P245a5）。ここも原語は同じであると見て良かろう。世親は「譬喩を
伴った身体の形状の変化」というので、日本語としては猫背や駝背に相当しよう。

47 徳慧によれば、好ましい色かたち（rūpa）と接触（sparśa）のこと。
48 徳慧は「死没、死滅」としてこの要義の箇所を指示しているので、本訳註の方針からすれば＊印は直前の経文の引用箇所に

つけるべきであろうが、内容的にはここに当たるため、＊印はここにつけた。次も同じ。
49 徳慧を援用すれば（AVSN も類似する）、利益（anugraha）と損害（upaghāta）の二つを互いになすことがなくなるというこ

と。
50 諸版は以下の通り。PSVy, D: nang nyams pa nyid las（まさに没滅によって / もとづいて）, PSVy, P: nang nyams pa de nyid las

（まさにその没滅によって）, PSVyT, DP: nang nyams pa ni mdo sde de nyid las（没滅とは、その同じ経典では）
 いずれも従いがたい。そこで、nang nyams pa ni de nyid las といずれにもない読みを提示し、本文のように訳した。（3）は名

身が色身から離れることで、他方、（4）はそのことによって色身に起こることを示したものであり、両者は相関するからで
ある。

51 徳慧とともに引いておく。gzugs kyi lus la (D las) dbang po gzugs can rnams rgyun chad (D: 'chad) pa'o zhes bya ba ni shi ba' i gzugs 

kyi (P kyis) lus ni rgyu' i rjes su 'jug pa yod kyi/ mig la sogs pa'i dbang po gzugs can ni ... さて、AVSN は徳慧とよく一致するが、
そこでは、mṛtasya rūpakāyendriyāṇāṃ cakṣurādīnām ... とある（154.5）。これに対する訂正案もないままであったが、徳慧の
gzugs kyi lus la と文脈に基づき、rūpakāye indriyāṇāṃ（連声の規則は措く）と訂正する。色身＝身体は存続するが、感官は
断絶するということ。

 さらにその内容についてであるが、徳慧によれば、「死んだ色身は原因の相続がある（rgyu'i rjes su 'jug pa yod ≒遺体として
存続する）が、眼などの有色根はあらゆるあり方で断絶する」ということ。ちなみに、AVSN, 154.6-7 は sarveṇa sarvam 

ucchidyate tadānīm iti kṛtvā dvividhasthitihetoḥ parikṣayaṃ ... となっており、これまで訂正案もなく、これらの文は（5）（6）の
説明と見られ、混乱をきたしていた。しかし、iti kṛtvā の後にダンダを置き、ダンダの前までがこの（3）（4）の説明で、ダ
ンダの後からが（5）（6）の説明と見るべきである。

52 徳慧は、その（人の）生は以前（前世）の業によって引かれたものであるから、という。
53 PSVy: zas ni sems can gnas pa' i tshe na zas gnas pa 'ang de bzhin no: 直訳すれば「食は、有情が住する時には、食に住している

こともまた、同様である」。しかし、出典と見られる Saṅgītiparyāya (Kusum Mittal ed., 1968, Berlin), I.3b: āhārasthitayaḥ (sat)

vāḥ atha sa(ṃ)sk(ā)rasth(ā)y(inaḥ) に基づいて本文のように訳した。徳慧も、世親に引用されたこの経典を引用する際には、お
そらく後半部であろうが、「『行（saṃskāra）に住していることもまた、同様である（'du byed gnas pa 'ang de bzhin no）』とは、
寿行（*āyuḥsaṃskāra）に住しているという意味である」としている。二回目の zas は 'du byed とすべきなのであろう。そし
て、「食に住している」が（6）に相当し、「行に住している」は、寿行に住しているということであるので、（5）に相当す
ると見られる。

54 徳慧によれば、（1）が、（3）（4）によって、（2）が、（5）（6）によって説かれたということ。
55 徳慧が引用する際には glo bur du（突然に）と訳されて引用され、「いきなりにであって順次にではない（cig car yin gyi rim 

gyis ma yin pa'o）」と註釈されている。これについては Samtani により、sahasāmṛtyu=akālamṛtyu=antarāmṛtyu と説明されてお
り、『倶舎論』「根品」45 偈が指示されている（AVSN, 155.fn.2）。非時の死、中夭のこと。

56 徳慧によれば「衆同分における境涯を同じくする蘊（ris mthun par skal ba 'dra ba'i phung po）」。
57 mdor: AVSN: saṃkṣepena. 徳慧によれば、命根が滅した者と、命根を具えている者も、ということ。
58 don gzhan, *arthāntara、仮有ではない実有のものということ。
59 rdzogs par shi ba: 玄奘訳：「究竟死」、達磨笈多訳：「尽竟死」。徳慧によれば残余なき死（lhag ma ma lus par shi ba）。寿（āyus）

の残余がない、天寿を全うした、ということ。
 ＝（1）。徳慧による経句との対応づけ。以下同様。徳慧は、衆同分の類似の境涯と離れることがあれば残余なき死なので

あって、残余を伴っているのではない、という。
60 ＝（2）。
61 ＝（3）（4）。
62 ＝（5）（6）。（2）に関連する。
63 ＝（7）（8）。（1）に関連する。
64 ya nga ba ma spangs pa: Cf. Mvy, 6957: viṣamāparihāra.

65 ＝（9）。
66 ＝（10）。
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