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基調講演

哲学の国際化は可能か

加藤　尚武

　哲学を、人間にとって真実、真理、重大な意味をもつような、あらゆる文化的な「良さ」を、すべて導き出せる

ような単一の原理を発見することと定義したら、そのような哲学が不可能であるという想定のもとでは哲学の存在

理由はないのかという質問にであうだろう。「あらゆる文化的な良さ」が、かならず通る通路が、意識という通路

だから、そこに現象学的な反省というゲートを仕掛けておけば、「あらゆる文化的な良さ」がキャッチできるとい

う見通しについては、意識の全領域に対して現象学的内省が有効であるという無理な想定を許さなくてはならなく

なるので、私は現象学を却下する。（加藤尚武「何よりもダメな現象学」参照。加藤尚武『かたちの哲学』岩波現

代文庫 2008 年所収、第 18 章。222-234 頁）

　意識をやめて、言語という通路にゲートを仕掛けようという提案も、「言語の中身」が全部あらかじめ分かると

は限らないという難問に突き当たってしまう。

　もうすこし幅を広げて「経験」とか、「意識の経験」とかにしようかと考える前に、単一の原理からの導出とい

う考え方の吟味をする必要もある。哲学的な知が、原理に基づく演繹という形をとる可能性はない。どういう建築

物を「哲学」として建てるかと考える前に、哲学の必要はあるかと考える方が先だろう。

　哲学は、人間の営みが多様化して、さまざまの領域がバベルの塔のなかの言葉になる危険を避けるための各領域

の自己認識を統合したものである。たとえばカントの前にはピエティズムの信仰とニュートン力学が存在し、信仰

と科学的真理の間に両立不可能な事態が発生していると思われていた。カントは、宗教哲学と認識論という各領域

の自己認識を掘り下げて、統合の視点を作り出した。それは宗教と科学が枝分かれする共通の根を示すという仕方

ではなく、それぞれの成立の根拠を明らかにしている。

　人間は、複数の知的精神的領域に帰属している。信仰、科学、法律、経済、芸術など、あらゆる領域が、人間の

こころを、抑圧、拘束、解放、高揚、鎮静などする。その中で、人間が、自律的に判断し、納得のいく選択肢を選

ぶことができるためには、それぞれの知的精神的領域の異質性、等質性、両立可能性、両立不可能性についての認

識をあらかじめ持っていなくてはならない。

　中村元『普遍思想』（1975、1999）は、「共通の分母」と特殊的な文化に固有のものとの関係という形で、世界全

体の、古今東西の思想を統合的なマトリックスに記載する可能性を示している。

　「新たに成立した都市においてはある程度思想の自由が認められていた。少なくとも農村共同体の社会的な圧力

は弱まっていた。すると種々雑多な思想家が現われ出て来て自由な思索を展開し、ほしいままに自説を述べ立て

た。ギリシアではソフィストたちが現われたが、インドではシラマナ（沙門）と呼ばれる遍歴行者たちが現われ出

た。ギリシアにおいて世論の指導者として認められるようになったのは、ソフィストたち、哲学者たちであった

が、インドでは最高の尊敬信頼を博したのは、遍歴行者たちの新たな思惟方法と行動様式であった。」（中村元『普

遍思想』春秋社 1999 年、10 頁）中村は、ソフィストの評価ではプラトンと意見が合わないようだ。

　ヤスパースのいう「枢軸時代」の思想家達が、さまざまの共通の成立事情、特徴をもっていて、人類の思想的な

夜明けが多元主義的ではなく、ゆるやかな共通性をもった思想家群像で描き出されることを、中村は示そうとし

た。

　ここで「都市」とは、多くの土着型農村共同体に囲まれていて、それぞれの共同体から離脱した人々の寄留地と

いう意味をもっていただろう。各人が出身地である土着型農村共同体の倫理・慣習よりは、自由で機能的・機動的

な生活スタイルを共有する必要を感じていた。そこに普遍化の可能性をもつ知的交流の場が開けたであろう。
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　異なる文化の共存を支えるためには、普遍的な原理の可能性の追求というアンティ ･ ローカリズムを基礎づける

必要がある。ソフィストや沙門という遍歴行者たちが、支持された理由は、閉じた世界ではなく、開いた世界での

統合点を人々が求めていたためだと言えるだろう。アンティ ･ ソフィストの代表格がプラトンであるが、アテナイ

の文化をいったん相対化し、スパルタとの対比の中で、新しいアテナイの文化を創ろうとしていた。

　現代では、国際政治的な対立関係には、政教一致か政教分離かという問題がある。イスラムの文化では、神と国

家は一体であり、キリスト教と、かつて儒教の影響の強かった東洋の国々では、宗教と国家を分離するという原則

を守っている。イスラム教国の多くは、宗教と国家を分離して近代化するか、宗教と国家の一体性を守り続けるか

の選択の前に立たされている。

　しかし、もっとも近接した領域にも、不可通約性が見られる。たとえば近代以降、大陸の哲学と英米の哲学と

は、まるで別の世界であるように見える。「共通の分母」をそこに設定する作業は、不可能ではないはずなのに、

実際にはまるで、そこに永遠の溝があるかのようだ。

　哲学の国際化とは、異質の文化の異質性の根拠を明らかにすることである。根底的に異質的ならば、両立可能で

あるはずなのに、中途半端に異質的であるために、両立不可能に見える対立のもつれをほぐすことが、哲学の国際

化であろう。

１．国際化とは何か

　国際化問題の良くできた教科書 The Globalization Reader（ed. by Frank J. Lechner and John Boli Blachwell 

2004）のなかに、Amartya Sen, “How to Judge Globalism” が採録されている。

　「ヨーロッパ、アメリカ、日本、東アジアで起こったことが、他のあらゆる地域に重要なメッセージとなった。

グローバルな経済折衝の積極的な成果を最初に認めること無しには、今日のグローバリゼーションの本質を理解す

ることへとあまり先には行かれない。実際、世界を被う貧困という経済的苦境を、現代テクノロジーの大きな有益

さの利用を差し控えることによっては、くつがえすことができない。そして 国際的な交易と交換という制度的に

良くできた効率性、開けた社会に生活することの経済的利点も同様の意味をもつ。論争の中心的な問題は、グロー

バライゼイションそのものではない。制度として市場をつくることでもない。問題は制度的な枠組み全体のなかの

不平等である。この不平等が、グローバライゼイションの利益の不平等な配分をまさに生み出している。」（p.18-

20）

　経済的利益に関する不平等は、国際化によって、不可避的に発生すると、センは判断しているだろう。「国際化」

とか「自由化」とかも、制度的な枠組みとして「不平等」を生み出すという指摘を掘り下げると、さまざまな論争

の根に突き当たる。

　この The Globalization Reader の第一部、グローバリゼーション論争は、１．ミクレットウエイトとウールドッジ

「自由再論」、２．セン「グローバリゼーションをいかに評価するか」、３．グレイ「大転換からグローバルな自由

市場へ」、４．バーバー「ジハード対マック世界」、５．ハンチントン「文明の衝突」、６．キュング「グローバル

倫理」という構成になっている。冷戦体制が終わり、自由主義経済が中心となる世界秩序のなかで、貧富の格差の

拡大、文明間の衝突という問題が生じており、世界倫理が求められているという構成になっている。その大枠のと

らえ方は的確だと思う。

　経済活動の国際化によって、倫理問題が発生し、それに対処する必要に迫られている。

２．キュングのグローバル倫理学

　キュングの論文から、その特徴を示す文章を書き抜いて見よう。「信仰あるものと信仰なきものとの互恵的な協

力無しには、民主主義は生き残れないだろう。宗教間の平和なしには、文明間の平和はないだろう。宗教間の対話

なしには、宗教間の平和はないだろう。新しい世界倫理なしには、新しい世界秩序はないだろう。すなわちあらゆ

る教義上の差異があるにも関わらず、グローバルで地球規模の倫理である。」（p.44-45）
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　大まかに言うと「宗教間の平和なしには、世界の平和はない」というのが、キュングのいつもの決まり文句であ

る。私は朝日新聞主催の討論会でキュングに向かって「われわれは永遠に訪れることのない宗教間の平和を待つべ

きではない」と発言したのだが、彼は度肝を抜かれたような顔をしていた。彼は、いつも自分の言葉には圧倒的な

説得力があると信じている。

　キュングの方法は、異なる宗教に属する立場の倫理に関して、共通項目を切り出してくるというやり方である。

このやり方は、対話から平和へとひとびとを導くだろうと、キュングは期待している。ところが、そういう中途半

端な共通性の存在こそ、血で血を洗う争いのもととなる。

　キュングは、キルケゴールの真実さに目を開いたカトリック教徒である。ブルトマンの親友でもある。そこから

彼は、エキュメニカルの提唱者になっていった。「宗教間の対話、平和」と彼が言うとき、その実態はキリスト者

の間での対話であり、平和なのである。

　「あらゆる教義の間に対話が可能である。まったく対立しあって、両立不可能であるような教義は、共通の前提

をもつ」という見解を私は支持する。私を批判する人は、「対話不可能であるような複数の教義が存在しうる。そ

こには何らの共通の前提が存在しない。不可通約的である」と主張する。これに対して私は「まったく共通の前提

を持たない二つの教義は、両立可能である。相争う必要がない」という見解を付け加えよう。哲学の歴史を見れ

ば、両立不可能であるという証明のできない二つの教義が、しばしば両立不可能として扱われてきたことが分か

る。

　キュングは、共通の倫理を引き出してこようとする。「ウッドロー ･ ウイルソンだけでなく、その人生で数々の

非人間性に耐えて、同時に常に普遍的基準を求めてきたハンス・モーゲンソーも、つぎのような基本的な命令に同

意するのではないだろうか。いずれにせよ、これは保証付きの現実主義的な政治家の団体がグローバル倫理の基盤

として明確に採用した、時代のしるしなのである。

　　　　二つの原理：あらゆる人間は人間的に扱われねばならない。

　　　　　　　　　　自分にして欲しいと思うことを他人にせよ。

この二つの原理は、生活のあらゆる領域で、種族で・国民で・宗教で・家庭で・コミュニティで、取り消し不可能

で無条件の規範であるのでなければならない。」（p.47）

　誰も異議をとなえない道徳命令なら、世界倫理の原理になる資格があると、キュングは信じている。

　言葉で示された原則が、ほんとうに世界倫理の原理となるかどうか。1949 年に制定された「ドイツ共和国憲法」

第一条は「人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ保護することは、すべての国家権力の義務である」と

なっている。これを世界憲法の第一条にしてもいいと思う人は多いだろう。

　しかし、その含意は何だろう。ユダヤ人の消滅をねらうようなことをしてはならない、等々、ナチスが行った非

人道的行為をすべて禁止の対象にするという狙いはよく分かる。

　しかし、西ドイツ政府、あるいは統一後のドイツ政府が、第二次大戦後のホロコーストを防止するために特に積

極的に対処した訳ではない。また、世界の人権侵害問題に対しても、とくに積極的な対処の姿勢は見せなかった。

　その具体的適用例として、人工妊娠中絶の制限、受精卵の遺伝子操作を禁止などの法律が作られた。「胎児、受

精卵には人間の尊厳が内在する」というテーゼをドイツ国民は、認めていることになる。

　「人間の尊厳」という概念が、「まだ理性を備えていないヒトの個体に内在する」という判断内容が、ヨーロッパ

の伝統思想のなかの「人間の尊厳」に一致すると言う見込みについては、そうとう懐疑的な見方が可能である。

　憲法を定めた場合、その実質的な含意が何であるかということは、直接的には原理を制定する人の直観（言語感

覚）にゆだねられているが、憲法学、刑法学等々の法学、判例などを通じて、法律の「実質的な含意」の内容を確

定する努力が続いている。一つの国の法律を支えている社会集団は、近代国家では、官僚組織（行政）、国会（立

法）、司法組織、法学者などの研究者が、中心となって、その周辺をジャーナリズムなど、さまざまな言論・情報

機関が動いている。そして投票という形で、国会議員を選出する国民が存在する。

　国民的な合意形成が、政治とジャーナリズムに放浪された表面的なものに留まる危険から、先進国は抜け出して

はいない。これから民主化を進める国々は、同じ轍のなかを進んでいる。そして国家間の合意と、グローバルな正

義の実現される見通しは、泥沼といっていい状態である。希望を捨てる必要はないとしても。
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　ハンス・キュング的な「普遍への道」は、抜け出すことのできない泥沼に向かっている。出発点にいるときに

は、有望そうに見えても、前に進めば泥沼が見えて来る。

３．「グローバルな哲学」に否定的なガダマー

　ガダマーにとって、どこの文化にも帰属しない主体にとって真理は存在しない。「グローバルな哲学」が、存在

するとしたら、それはこれから存在するかもしれない文化のなかに在るのかもしれないが、いまのところ存在する

場所がない。

　「哲学者は、その使命からすれば、一時代の子たるわれわれすべての者が立脚すべき共通の地盤を見出す努力を

せねばならない。哲学者は、既成の、欠かせぬ精神形態として聴衆に提示されるような世界観の勧めを仕事とする

のではない。哲学者の永遠なる形姿は、ソクラテスの形姿であり、われわれすべてにとっての真理を無知なる者と

してとり出す人間という形姿である。［懐疑するデカルトのように］生という現実の内にみずからの立場をもたぬ

哲学者が何ごとかを語らねばならないなどと私は考えない。ソクラテスは、哲学する者として、このような自分の

立場と現実とをわれわれが決して充分には認識していないこと、またまだ自分の位置を知らないことをよく心得て

いる。」（「哲学の根源性について」、斉藤博他訳『哲学・芸術・言語』未来社、7 頁）

　ガダマーは、本気で「一時代の子たるわれわれすべての者が立脚すべき共通の地盤を見出す」べきだと考えてい

るのだろうか。「哲学」の使命を語り始めるのに、「共通の地盤」の追求と言い出したものの、本音は「特定の立

場、偏見に居座ることが、われわれにとっての真実だ」というのではないだろうか。

　彼は「先入見の復権」を唱える。「理性の絶対的な自己構成という理念のもとで、認識を制約する先人見として

現れたものは、実際は、歴史的現実そのものの一部である。もし人問の有限で歴史的なあり方を、正当に評価しよ

うと思うのであれば、先人見という概念を原理的に復権し、正当な先人見があることを承認する必要がある。それ

によって、真に歴史的な解釈学にとって中心的な問い、すなわち、その認識論的な基本問題が定式化できるように

なる。それは、先入見を正当にするにはどこにその根拠を求めればよいのかという問いである。」（ガダマー『真理

と方法Ⅱ』轡田、巻田訳、法政大学出版局、437 頁）

　デカルト主義のやり方だと、「あらゆる先人見を除去する→絶対的に確実な原理から出発する→真理を発見する」

というやり方になる。しかし、「先人見は歴史的現実そのものの一部」であるから、先人見を除けば、実存として

の自我は不在になってしまう。

　ハイデガーの「解釈学的循環」をガダマーは「先入見の復権」という形で、裏付ける。「循環は形式的な性質の

ものではなく、また、主観的なものでも客観的なものでもない。循環的理解は伝承の動きと解釈者の動きが互いに

他に働きかける関係である。テクスト理解を導いている意味の天啓は主観性の行為ではなく、理解する者を伝承と

結びつけている共同性から規定されている。だが、この共同性は、理解する者が伝承へとかかわるなかで、たえず

形成され続けている。それは単に、理解する者がいつもつねにそのうえに立っている前提ではない。理解し、伝承

の生起に参与し、それによって自らこの生起を規定し続けることによって、この共同性そのものを作り出している

のである。それゆえ、理解の循環はけっして〈方法的〉循環などではなく、理解の存在論的構造契機を記述するも

のなのである。」（ガダマー『真理と方法Ⅱ』轡田、巻田訳、法政大学出版局、461 頁）

　この文章が、ガダマーの哲学の核心を示している。テキスト解釈に関して、通常、考えられるのは、次のような

懐疑主義的な見解である。

　「テキストを解釈するのに、主観的な先入見を除去することができない。故に、テキスト解釈から真実を知るこ

とはできない」または、「テキストと先入見とは、客観的に不可分であって、故に、テキスト解釈から先入見を除

いた真実を知ることはできない」。

　ガダマーが「循環は形式的な性質のものではない」という時、テキストと先入見との行き来のなかで、未知の要

素が開示されてくるということを許容することになるだろう。もしも、テキストと先入見が、形式的な循環であれ

ば、「テキストと先入見が正しいなら、テキスト解釈が正しい」という分析的な関係になる。

　ガダマーは「循環的理解は伝承の動きと解釈者の動きが互いに他に働きかける関係である」というが、この「伝
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統」という言葉に「キリスト教精神」、「テキスト」に「聖書」、解釈者に「信者」という言葉を代入してみよう。

「キリスト教精神が、聖書を通じて、信者に働きかけ、信者は聖書を介してキリスト教精神そのものに対峙する」

という場面が、思い描かれる。「循環的理解」とは、プロテスタンティズムの「聖書のみによって神に近づく」と

いう方法論である。もちろん、「聖書」を「プラトン」に置き換えてもいい。

　信者が「理解し、伝承の生起に参与し、それによって自らこの生起を規定し続けることによって、この共同性そ

のものを作り出している」ということは、キリスト教の文化が持続しているということである。

　キルケゴールに、「二千年の断絶を超える」という言葉がある。イエスと自分との間の「二千年の断絶を超える」

解釈が成り立つと言うのである。このキルケゴールの「断絶」を捉え直すと、解釈学的循環になると、ガダマーは

いう。「キヱルケゴールにおいて、もろもろの神学的根拠からして逆説という形で定式化されたものは、しかしな

がら事実上、伝承と過去とに対するわれわれのあらゆる関係に妥当する。」（斉藤博他訳『哲学・芸術・言語』未来

社、76 頁）

　伝統という過去から現在にたどりついて、未来に続く精神性が存在していて、その存在の絆によって解釈がなり

たつと、ガダマーは考えている。もちろんその精神性は、聖書というテキストの継承とつながっている。聖書と解

釈者の対話の連続性が伝統を形作っていると言っていいだろう。

　「本当に重要なのは、時代の隔たりを積極的で生産的な理解の可能性をもつものとして認めることである。時代

の隔たりは大きく口を開いた深淵なのではなく、由来や伝統の連続性によって満たされているのであり、この連続

性の光のもとで、われわれに伝承が現れてくるのである。」（ガダマー『真理と方法Ⅱ』轡田、巻田訳、法政大学出

版局、466 頁）

　この連続性が、キルケゴールの断絶と同じものだというガダマーの主張には、首をかしげたくなる。キルケゴー

ルに『教会にキリスト教を導入する試み』という痛烈な教会批判の書があるように、教会が伝えてきた聖書解釈

に、キルケゴールは「イエスとの同時性」という感覚で解釈を行うことで、教会の伝統に反抗した。

　キルケゴールのばあい、ガダマーのような「連続性」とは、テキストと解釈者との絆が、まったく違うのではな

いだろうか。あえて言えば、伝統という存在の時間的絆がなくても、「テキストの同時性」は成り立つ。そのよう

な「テキストの同時性」――私が『万葉集』を読むとき万葉人との同時性を感じている――は、時間軸にそって過

去から現在につながるだけでなくて、異文化の理解の場合にも基礎となっているはずである。私は、ドストイエフ

スキーの作品を読むとき、時間の壁を越えているだけではなくて、文化の壁・地理的なへだたりも越えている。

　ガダマーの伝統主義は、イエスと現在とをつなぐことができるだけで、西洋文化の連続性を信じ、そこに高い教

養を築いた西欧文化人の自己反省ではあっても、解釈の一般的方法論ではない。そこから「われわれすべての者が

立脚すべき共通の地盤」を築き上げることはできないだろう。

４．論語の解釈学とデリダ『グラマトロジーについて』

　『論語』のテキストの成立からまもなく、注釈が書かれ、その注釈と平行して解釈が進行してきた歴史を子安宣

邦はこう語っている。「『論語』のテキストをはるか後世の人が、直ちに、そして独自に、すなわち自分の目だけで

読むということはできない。それは日本だから読めないというのではない。中国においても同様である。『論語』

とは二千年前に成立したテキストである。この時間は『論語』と後世の人との間に大きな言語的な、思想的な距た

りをもたらしている。この距たりを埋めて、『論語』をわれわれに接近できるようにするのが注釈である。」（子安

宣邦『思想史家が読む論語』岩波書店 2010 年、4 頁）

　『論語』解釈の場合、テキストの成立と注釈の成立との時間差が少ない、注釈は「言語的な、思想的な距たり」

を埋める機能をもっているということを告げている。ところが、古い注に対して新しく朱子の注が書かれると、そ

れに対して、古学や古文辞学が成立したという。「江戸時代に朱子学は広く世に行われるようになるが、江戸の中

期に、この朱子学を批判する古学（古義学）が伊藤仁斎（一六二七～一七〇五年）によって唱えられた。さらにこ

の仁斎をも朱子とともに批判する荻生徂徠（一六六六～一七二八年）が古文辞学という新たな古学を展開した。」

（同、5 頁）
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　すると伊藤仁斎や荻生徂徠は、どうやって「言語的な、思想的な距たり」を埋めることができたのかという疑問

が湧く。「古語」の復元的な理解によって可能になったとされているが、子安による古語の復元の実例を見ること

にしよう。

　たとえば「子曰く、教えありて類なし（子日、有教無類）」という言葉がある。通例では「教育によって人の違

いは生まれるが、生まれつきの違いはない」と解釈されている。ところが「教」という言葉の使い方は、いわゆる

「教育」ではないと子安はいう。

　「「類」とは「世類の美悪」をいう。世俗で美悪（良し悪し）をもって類別されている者である。この世俗的な良

い人悪い人といった類別をこえて、それぞれに人間の善を可能にしていくのは学問であると孔子は教えるのであ

る。学問とは己れのもつ可能性を拡充し、人間の善を実現することである。その可能性を人はだれもがもつゆえに

「人の性は本善」というと仁斎は解するのである。」（同、10 頁）

　この場合には「教」という言葉の用例が『論語』のなかで少なく、「教育」の意味で用いてはいないだろうとい

う子安の予測と、仁齋の解釈とが一致して、興味深い解釈例となっている。

　古い文献の解釈では、一語一語について他の用例との参照が求められ、現代の用法との類推を安易に行うと、

誤った解釈になる。

　たとえば澤田多喜男の『『老子』考索』（汲古書院、2005 年）には、誤った類推の例として、大家の武内義雄の

研究を挙げている。「かつて武内義雄『老子の研究』では、多くの周邊の資料を使いながらも、現代の論理的思考

からは不自然であるとして、錯簡だと稱して大幅な改編を行い、その成果は氏の『全集』にまで入っている。しか

しながら、馬王堆出土の帛書の出現によって改編したことの決定的な誤りであることが明らかになった。」（同書３

頁）

　澤田の老子研究は、一切の主観的な思い込みを排除する極端なまでの客観主義に基づいているが、しかし、澤田

の現代語訳は、魅力的である。たとえば大庭みな子が澤田の『荘子のこころ』（有斐閣新書、1983 年）から『寂兮

寥兮（かたちもなく）』という言葉を拾い上げた題目の作品で谷崎潤一郎賞を受けている。いわゆる「老子」の新

しいテキストの澤田訳を引用してみよう。

　「法の権威の源泉は道から生ずる。法というのは、基準を当てはめて得失すなわち是非を決め、曲直を明確にす

るものである。そこで道を掌握した人物は、法を創ったらむやみにそれを破るようなことはしないし、法が一旦確

立したらむやみに廃止するようなことはしない。……道は実体がなく無形で、その中枢は幽玄深遠なもので、万物

が発生してくる源である。生きていく際に害になるものは、貧欲であり、満足することを知らないことである。」

（澤田多喜男訳注『黄帝四經』知泉書館 2006 年、5 頁）

　デリダは『グラマトロジーについて』（足立和浩訳、現代思想社 1967 年）で、文字言語の意識を主題化したとき

に、視覚の意識とはまったくちがうということを指摘した。漢字のテキスト解釈の場合には、特にこのことは重要

である。欧文のように表音文字の組み合わせが一つの意味単位をあらわすのではなく、一つの表意文字が意味単位

となる。文字は、時代を通じて変化するが、同一の文字であるという連続性は厳密に保たれる。

　デリダの哲学から、二つの粉飾を取り除こう。一つは「脱構築」であり、デリダの哲学が過去の哲学を否定し、

破壊し、再構成するという歴史的な位置づけを内に含んでいるという嘘である。第二は、「差延」であって、意識

の根源的な志向性の構造が「ずらかし」を含んで成り立つという嘘である。この二つを無視すると、タルムード主

義者の素顔が見えて来る。朝から晩まで、タルムード（Talmud）を暗唱して唱えている人間がデリダの原型的人

間なのだ。

　高橋哲哉はこう説明している。「デリダは、言語記号のみならず一般に記号が記号として機能するためには、最

低限の「反復可能性」（itérabilité）をもたなければならないと言う。ところが、「反復可能性」が記号が記号であ

るための不可欠の条件だとすると、次のように言えることになるだろう。すなわち、記号の機能は出来事の一回性

のなかに尽きてしまうのではなく、それが初めて発せられたときにその意味を規定していたいっさいのコンテクス

トが失われてしまった後も、依然として保持されうるし、また保持されなければならない。記号はどんな場合に

も、それが置かれている「本来の」コンテクストから切り離され、別のコンテクストに置き移されて、そこで新た

な意味をもって機能することができるし、またできるのでなければならない。」（坂部・加藤編『命題コレクショ
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ン』ちくま学芸文庫、381 頁）

　ヘブライ語の文字や単語を連想しなくとも、われわれ漢字という表意文字に親しんだ人間にとっては、直感的に

この「反復可能性」が理解できる。

そこで「テキストの外部はない」というデリダの中心テーゼを考えて見よう。まず第一に、タルムード主義的な解

釈では、宇宙全体がタルムードの文字の世界にすっぽりつつまれているのであって、この文字の集合の外の世界は

存在しない。

　次にタルムード主義から、古典主義に移動すると、万物はすべて何らかのテキストにすでに語られている。われ

われの心が働くと言うことは、このテキストの文字を離れては成り立たない。

　第三に、ふつう「テキストの外部」と人々が信じているのは、「タルムード」とか「プラトン」とかの特定のテ

キストが言及していない対象物のことである。たとえば「携帯電話」はテキストに書き込まれていない。しかし、

それらの対象物はテキストの中の言葉ですでに何らかの形で指示されている。「陽の下に新しきものなし」とは、

あらゆる事物はすでに指示されている、あらゆる規範はすでに示されているという意味である。

　第四に、すべての志向的意識は言語によって、誘導されている。私が「赤い光」を見るとき、それは「赤い」と

いう言語、「光」という言語によって、導かれ、方向付けられ、差異を示されている。たとえば「赤い」という言

葉の意味を、私が知っているのは、「赤い」という言葉を含むテキストの文脈からなのであって、「テキストの外部

は存在しない」。

　テキストに過去と現在との断絶はない。テキストに普通の意味での歴史的な特徴付けを付する必要はない。もし

も孔子が『論語』を書いたのなら、私は『論語』を読むことにおいて、孔子と同じ時間にいる。その時間（あるい

は「無時間性」と言ってもいい）は、私の意識が志向的に構成しているのではなく、テキスト自体が作り出してい

る。もちろん解釈のための補助道具がフル回転して使われている。

　テキストに東洋と西洋との断絶はない。私が『ポリテイア』を読むなら、わたしはテキストの場所（「無場所性」

と言ってもいい）にいるのであって、私とテキストとの間に空間的な隔たりはない。それはテキストの作り出す空

間性が働くからであって、テキストとの時間的隔たりや、文化的な隔たりを埋めるべく説明するための特別なつな

がり（たとえばガダマーの「伝統」）を必要としない。テキストそれ自体が、普遍化・国際化の条件を作り出して

いる。

５．哲学史の役割は終わった

　日本人があこがれた西洋文化とは何か。それは、過去がつねに克服され前進してきた文化、古いものが切り捨て

られ、置き去りにされて捨てられていくのではなくて、古いものが新しい物に統合され、その古さの故の限界を脱

却していく文化でもあったのではないか。

　「東洋は永遠の停滞の淵のなかに沈んでいる」「新しい物が表面的に文化を彩っても、つねに同じ通奏低音のなか

に沈んでいって、ふたたび新しい物が現れても、それは古いものを忘れてしまったから新しく見えるだけで、実は

目先を変えて登場しただけなのだ」。

　哲学史の哲学は、ヘーゲルに始まると言っていい。そこにはまず、哲学と哲学史の究極の一致という考え方があ

る。哲学的な思索という形で追求される課題と、哲学史の編年型、通時型の記述は、本質的に同一の課題と目標の

追求であるという考え方である。これをさらに強調すれば、「歴史性と論理性の一致」となる。歴史的な経過は、

論理的な契機をばらばらにして、時間の順で展開・展示するものであって、それぞれの契機が究極の真理の内に統

合され、絶対的な知の構成要素となるという思想である。

　哲学史の各段階の歩みは、懐疑主義を克服する歩みとなる。対立し合う思想は、単に定立に対して、それを否定

し、ゼロに解消する否定ではなく、定立は反定立の否定を受けて、より高い総合へと止揚され、高次の次元での各

契機として、保存される。「哲学史は阿呆の画廊ではない」ということは、哲学史の歩みが、否定、高揚、保存の

過程であることを告げている。

　哲学史を彩るあらゆる哲学者たちが、固有の魅力をもち、それぞれが永遠の眞理性を持つというテーゼと、そう
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した哲学者たちの全体が統合された全体像を構成すると言うことは、矛盾しないと考えられている。

　ヘーゲルのこのような哲学史の構想は、ヘーゲルを含む西洋哲学史の記述のなかで示されることになった。ヘー

ゲル以後の哲学史、とりわけクーノー・フィッシャーの哲学史（初版）は、哲学がヘーゲルという絶頂に上り詰め

てそこで完成するという図を描き出した。

　「哲学史はヘーゲルにおいて頂点に達し完結したということは、その逆説的な外見のまま、割引なしに認められ

なければならない。そして同様に、全哲学史はプラトンの脚註にすぎぬと言って問違いでなく、また哲学のすべて

の流れはカントに注ぎこみ、彼以後の哲学はその変容にほかならぬ、と言ってもよい。哲学とはそのようなものな

のである。そしてそう言うからには、自分でも、今までの全哲学史は自分の哲学の序文にすぎぬと言えるだけの覚

悟がなければならない。」（山本信『形而上学の可能性』東京大学出版会 1977 年、43 頁）

　哲学と哲学史の関係そのものは、へーゲルの思索がそのまま有効であるという前提に立てば、このような帰結に

なるということをこの文章は雄弁に示している。

　学説と学説誌の関係では、通常は、複数の学説が枚挙されて、それらの間が決定可能であれば、正しい学説が

「真理」と見なされ、それ以外の学説が「真理ではないもの」と見なされる。学説誌は、学説の選択のために為さ

れる。ところが懐疑主義の論法では、どのような学説にも、反対の学説が対置されて、「真理」と見なされない。

そういう状況を、ヘーゲルは哲学史の過程が、解決していくものと見なした。哲学史は、理想的な討論のモデルを

実現し、しかも、複数の学説から「真理」を選択する過程ではなく、学説の対立そのものを統合する過程であると

見なした。

　学説誌は、本来、真なる学説を選択するための選択肢の枚挙である。

　哲学史は、ヘーゲルによれば、すべての選択肢の統合の過程である。

　神崎繁「哲学史の作り方」（『西洋哲学史Ⅰ』講談社選書メチエ）は、学説誌の成立事情を調べた貴重な成果であ

る。この神崎論文は、積極的に哲学史の概念を基礎づけようとする意図で書かれているのかもしれない。しかし、

私は神崎論文を、西洋哲学が、学説誌、学説の影響作用史（学説誌の範囲内での記述様式の展開）を超えて、哲学

史を作り出すという過ちをプラトンから始めたという指摘をしているものとして受け止め直したい。

　アリストテレスには、本来の学説誌への考慮があることを神崎は指摘している。神崎による引用を、すこし切り

詰めて掲げて見る。

（A） 前提命題は、すべての人々の意見にせよ、大多数の人々の意見にせよ、あるいは専門家の意見にせよ、命題が

区分される数に従って、これを収集・選別する必要がある。……

（B） また、こうした収集・選別にあたって、定評ある意見だけでなく、……それぞれ類似の意見を作り上げて前提

命題とすることも有益である。

（C） われわれはまたさまざまな文書から選択して、これをそれぞれの類に関してたとえば、善についてとか、動物

についてとかいったその区分ごとに別々の欄に上から順にまとめた一覧表にして、善についてであればそのあ

らゆる種類について、まずそれが「何であるか」から始めなければならない。

　　また、たとえば、物体の要素は四つであると述べているのはエンペドクレスであるといったように、それぞれ

の意見の持ち主の名を欄外に付記する必要がある。

　〔アリストテレス『トピカ』第一巻十四章 105a34-b18〕

　アリストテレスの全著作が示している姿勢は、彼が学説誌を必要な準備段階として認識していたが、決して哲学

史は志向していなかったということである。しかし、その師のプラトンは、学説誌が無用であるという意見であっ

たかもしれない。それは対立する議論に決着をつける方法がないと、ほとんど自覚しているからである。

　哲学者は、ソフィストと永遠に戦い続けなくてはならない。政治家が哲学者にならないうちは、国家にとって不

幸が止むことはない。哲学者とソフィストとの戦いの軌跡が、西洋哲学史なのであると、ヘーゲル風の哲学史記述

が告げている。

　しかし、影響作用史という観点から見ると、ヘーゲル風の哲学史記述も、ハイデガー的な「脱構築」の哲学史
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も、大きな誤りの塊である。どちらの型の哲学史記述も、デカルトを「近代の主観主義」の決定的な里程標として

扱っているが、デカルトの影響を実証的にたどるなら、科学者デカルトの自然像の影響と「コギトの哲学者」の影

響とを分けてたどらざるをえないが、「コギトの哲学者」は、フィヒテという第二の「コギトの哲学者」、フッサー

ルという第三の「コギトの哲学者」を生み出していくが、それが大事件のように見えるのは、教科書的な哲学史記

述の世界の出来事で、「近代」の意味と「コギトの哲学」の意味が直接に重なることはない。デカルトの影響は、

「近代的自我の確立」云々として、とても影響作用史の実証できないほどまでに、異常に拡張されている。

　ヘーゲル主義的な哲学史記述の型としては、次のような影響作用史的には実証できない嘘が語られている。

　デカルト以前には、西欧文化に自我の概念は存在しなかった。

　カントは、イギリスの経験論と大陸の合理論の対立を止揚した。

　ドイツ観念論の歴史は、カントがフィヒテによって止揚され、フィヒテがシェリングによって止揚され、シェリ

ングがヘーゲルによって止揚されたと、止揚の連鎖によって、へーゲルで完成する。

　ハイデガーによって作り出された、新しい型の哲学史の嘘がまだかなり横行している。

　「プラトン以来、西欧の哲学史は存在忘却の伝統を続けてきている。」

　「ヘーゲル哲学は、近代自我中心主義の絶頂である。」

　マルクス主義によって作られた哲学史の嘘も少ない数ではない。

　「ヘーゲルの弁証法は、西欧の理性のもっとも完成された形態であるが、それは観念論という誤りを含んでいる。

ヘーゲルの観念論的弁証法を、転倒させて唯物論的弁証法を樹立するものこそマルクス主義である。」

　「マルクス主義は、イギリスの経済学、フランスの社会主義、ドイツの古典哲学を総合することによって、最高

の思想的な真理を実現している。」

　教科書的な哲学史記述を、ヨーロッパの精神史そのものと重ね合わせにするから、過去がつねに良き意味で克服

され前進してきた文化という西欧像が造られるのであって、哲学史の記述のヘーゲル版、歴史＝アウフヘーベン

を、そのまま西欧文化と重ね合わせるから、近代主義者の西欧崇拝、ポスト ･ モダン主義者の近代否定が、生み出

される。西欧における連続した精神史そのものが哲学史の記述者の作り出した虚像である。

　長い期間にわたる複数の哲学者が、共通の前提を認めているというような特徴を示すことはあるが、「哲学史の

流れ」がまるで生きた精神のように記述されるとしたら、それは記述者の創作と言うべきで、「哲学史の流れ」を

見出すことが、哲学研究の目的であるかのように考えるのは間違いである。

　哲学史を影響作用史に置き換えよう。影響作用史を、学説誌に置き換えよう。そして古今東西すべての学説を、

並列的に並べる学説誌が国際化の時代の哲学であることを確かめよう。

６．和辻哲郎の自然主義的普遍化不可能性論

　自然主義という言葉は、物質的に存在するものが、精神的なものに対して重要な影響力を持っているという主張

を意味することが多い。文芸論で「自然主義の文学」と言えば、性欲の描写が含まれる作品を指すこともある。絵

画論では、自然主義という流派の名称がないが、バルビゾン派のモットーが「自然に帰れ」だったと言われている

ことから、自然主義と呼んでも差し支えはない。風景画、静物画というような主題が、自然描写の仕方を示してい

るので、とりたてて「自然主義」という言葉は使われない。ただ、「クールベについて、写実主義という言葉はつ

かっても、自然主義と言わないのは何故か」と考えると、画家が作品に対して、意図的にどういう姿勢を示したか

という点に関して、自然主義と写実主義の違いが成り立つこともある。

　哲学用語として「自然主義」を使う場合にも、使い方に偏りがあり、「自然主義的な誤謬」という言葉から、「存

在から当為を導く誤り」という定義を思いつくのは、職業的な哲学教師だけだろう。「自然主義」を文化の差異を

説明するのに、自然の要因を重視する態度と定義するとき、わが国の文物でもっとも有名な「自然主義的著作」

は、和辻哲郎の『風土』ということになるだろう。

　「自分が風土性の問題を考えはじめたのは、一九二七年の初夏、ベルリンにおいてハイデッガーの『有と時間』

を読んだ時である。人の存在の構造を時間性として把捉する試みは、自分にとって非常に興味深いものであった。
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しかし時間性がかく主体的存在構造として活かされたときに、なぜ同時に空間性が、同じく根源的な存在構造とし

て、活かされて来ないのか、それが自分には問題であった。もちろんハイデッガーにおいても空間性が全然顔を出

さないのではない。人の存在における具体的な空間への注視からして、ドイツ浪漫派の「生ける自然」が新しく蘇

生させられるかに見えている。しかしそれは時間性の強い照明のなかでほとんど影を失い去った。そこに自分はハ

イデッガーの仕事の限界を見たのである。空問性に即せざる時間性はいまだ真に時間性ではない。ハイデッガーが

そこに留まったのは彼の Dasein があくまでも個人に過ぎなかったからである。」（和辻哲郎『風土』岩波文庫 1979

年、3 頁）

　この文章のなかの「自分が風土性の問題を考えはじめたのは、ハイデッガーの『有と時間』を読んだ時である」

という部分については、実際にはベルリンに渡航するまでの間に、「風土」というモチーフが彼の心に自然に持ち

上がっていただろうと考えると、現実的な経過を延べた文章ではなくて、ハイデッガーの『有と時間』と対抗する

という姿勢を演出するための効果を考えて考え出されたレトリカルな表現だということになる。

　ハイデガーの時間性が、『風土』という空間性と対抗する概念としてとらえられているということも、実は、時

間性として和辻が考えていたのは、ひろい意味での歴史性にすぎなかったという事情を示している。人間を理解す

るのには、歴史だけではなくて地理も必要だと言っているのとほとんど変わりがない。

　メルロー ･ ポンティの空間論が、和辻の風土論とまったく重なりあわないということを考えると、ポンティの

「空間」は、知覚という場での空間であり、和辻の「空間」が、生活の自然環境という意味の比喩的表現として

「空間」であって、ハイデッガーの「時間」概念に対応するかどうか。私は、否定的な答えを出したい。

　ハイデガーの「時間」概念は、時間の自然的な経過と平行して過去から現在へと因果的に影響する物事からなる

文化の全体という意味での「歴史」に対応しないだろう。終末論の時間性を、聖書解釈から解放して、存在そのも

のの時間性へと読み替えようとする意図がハイデガー『存在と時間』の背後にあっただろうと私は思う。

　和辻が、「時間」と「空間」と比喩的に語っているものは、歴史と地理のことである。

　「さまざまの文化潮流は、何よりもまずそれを担う民族の相違という点から見らるべきであり、そうしてその相

違は地理的な相違と不可分のものなのである。もとよりそれは同じ人間存在の展開なのであるから、「同時代的」

な発展段階を持っているには相違ないが、そういふ共通の本質の上にそれぞれ独自の性格を形成し、それによって

歴史の唯一回的な歩みの契機となつているとすれば、その独自性の基礎に存する地理的なものは、それぞれの時代

と同じく永遠の意義を担うものとならざるを得ない。ここで我々は人間存在の風土的構造の問題に突きあたったの

である。人間存在がもと時間的・空間的な構造においてあるのであつて、単に時間的のみでない限り、このことは

當然なのである。時間性と空間性とは相即することによつてその意義を成就するのであつて、それぞれ単独に立ち

うるものではない。」（和辻哲郎『倫理学』下巻、岩波書店、昭和 24 年 126 頁、昭和 40 年 92 頁）

　この文章のなかの「独自性の基礎に存する地理的なものは、それぞれの時代と同じく永遠の意義を担うものとな

らざるを得ない」という文章は、「地理的なものは永遠である」という文章と「それぞれの時代は永遠である」と

いう文章を結合しているように読めるが、「地理的なものは永遠である」というのは、日本は永遠にモンスーン地

帯にあるという自然的意味での永続である。「それぞれの時代は永遠である」というのは、「それぞれの時代の文化

が永遠の価値を持つ何かを残している」という文化遺産を念頭に置いているのか、「それぞれの瞬間は永遠のアト

ムである」という時間の全体と部分のことを指しているのが、「瞬間即永遠」という「永遠の今」を念頭に置いて

いるのか、はっきりしない。

　地理は、自然的永続性の根拠として位置づけられている。ここに、ナショナリズムの存在論的基礎付けがなされ

ている。

　「一般的なる人間存在というごときものは現実には存しない。在来ヨーロッパ人によって普遍人間的と言われて

いたものは、きわめて顕著にヨーロッパ人的であった。そうしてそれでよいのである。世界史の意義は人間の道が

風土的・歴史的なるさまざまの類型において実現せられるところに存する。普遍が特殊においてのみ普遍であり得

るごとく人間存在もまたその特殊的存在を通じてのみ普遍的人間存在たり得る。かくしてそれぞれの歴史的国民

が、その特殊性において全体性の形成を努めるところにのみ、真実の意味における inter-national の間柄もまた可

能になる。national であることを飛び超えて inter-national たらむとするがごときは抽象的妄想以外の何物でもな
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い。」（和辻哲郎『倫理学』上巻、岩波書店、昭和 12 年 33 頁、昭和 40 年 30 頁）

　物質的にも精神的にも自給自足している個別国家の集合が、国際社会であると言っていいような昭和 12 年と対

比すると、国際社会の現実感が、ずっと高くなっている。日本の食糧自給率は、2000 年以降だいたいカロリーベー

スで 40%である。エネルギー資源自給率は、1980 年以降だいたい 20%以下である。

　日本では、まず inter-national な輸出入の順調な維持を前提として、national な生産・流通・消費の活動が成り

立つのであって、「まず national」という姿勢では生きていけない。物質的な対外依存度の特に高い日本だけでな

く、あらゆる国が、さまざまな意味での高い対外依存度を保っている。それがグローバリズムの時代である。

７．現代の自然主義

　精神主義的国際化論としては、キュンクのような共通倫理論、最低生活の保証を含む人間の安全保障論などがあ

る。イグナチエフ『人権の政治学』（添谷・金田訳、風行社 2006 年）、井上達夫編『人権論の再構築』（法律文化

社、2010 年）などに、その論争状況を見て取ることができる。アムネスティ・インターナショナル発行（リブリ

オ出版）の『子どもの人身売買』（2008 年）、『子ども兵士』（2008 年）、『児童労働』（2008 年）を見れば、「基本的

人権」の概念を哲学的にどのように基礎づけるかという問題よりも、実務的な対策が急務であることが分かる。し

かし、最上俊樹『人道的介入』（岩波新書、2001 年）を見れば、その難問の奥の闇が見えて来る。

　精神主義的な非国際化論としては、宗教上の対立が軍事衝突を引き起こすというハンチントン『文明の衝突』

（鈴木主悦訳、集英社、1996 年）がある。ハンチントンの立場は、国際関係を力の関係としてみるリアリズムであ

るが、哲学的には、「文明の衝突」は精神主義によって、基礎づけられる。文明の根底は宗教である。宗教と宗教

は、相互に不可通約的であって、共通の前提をふくまない。それぞれが単独の宇宙を形作る。異なる宗教を信じる

人々の間には、表面的・実際的に共通の利害に基づいた実利社会が形成されうるが、成員が自己の本来性の存在を

そこに置くような共同社会の形成は不可能である。

　自然主義的な国際化論としては、エマニュエル ･ トッド『文明の接近』（ユセフ・クルバージュと共著、石崎晴

己訳、藤原書店）が注目に値する。その他ジェフリー ･ サックス『貧困の終焉』（鈴木主悦、野中邦子訳、早川書

房、2006 年）、ポール・コリアー『最底辺の 10 億人 : 最も貧しい国々のために本当になすべきことは何か ?』（中

谷和男訳、日経 BP 社、2008 年）が、具体的な提案を示している。

　自然主義的な非国際化論としては、ナショナリズムがおおむね非国際化論の立場をとるが、資源ナショナリズム

の動向に目を向けて置いた方がいいだろう。資源ナショナリズムは、それを代弁するような世界的な思想家は存在

しないが、現実の国際社会を裏から動かしている力と見ることもできる。谷口正次『資源問題』（東洋経済新報社、

2011 年）、加藤尚武『資源クライシス』（丸善、2008 年）のような著作がある。

　社会認識としての自然主義と精神主義は、冷戦時代には唯物論論争という形をとって、さまざまな政治的なゆが

みをともなう論争が多く闘わされた。「政治的なゆがみ」というのは、「観念論陣営」に対して、唯物論者は「資本

主義の手先」というタイプの非難を浴びせる一方で、自分自身に関して「唯物論の実践」をモラリズムの気分のう

ちに定着させようとしていた。また反マルクス主義の側では、唯物論の正当な側面を故意に歪めたり、無視したり

する議論も数多くあった。現代は、自然主義がそういう政治論争から解放されて、静かに浸透の歩みを進めている

時代である。

８．文明の衝突

　宗教と宗教の対立が戦争の主要な原因であって、宗教が文明を規定する基本的な要因である限り、人間は戦争を

止めることができないのか。異なる宗教が、同一の社会で共存可能であるために、それぞれの宗教は共存のための

妥協を余儀なくされるのか。寛容の原理は、宗教の本来性、精神的な純度を犠牲にしてしかなりたたないのか。

　「ジハード」のはじまりは、ハンティントンによって、次のように描写されている。「アフガン戦争は、ソ連の介

入で始まった。アメリカが強く反発し、ソ連軍に抵抗するアフガニスタンの反乱軍を組織し、資金援助をし、兵器
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を提供したときから冷戦の枠内の戦いになった。この戦争におけるソ連の敗北は＜民族主義や社会主義の基準では

なく＞、イスラムの行動基準にのっとっての、外国勢力にたいして成功した初めての抵抗だった。それはジハード

（聖戦）として戦われ、イスラムの自信と勢力が飛躍的に高まることになった。この戦争がイスラム世界に与えた

衝撃は、一九〇五年に日本がロシアに勝ったときに東洋世界に与えた衝撃にも劣らぬものだった。」（サミュエル・

ハンチントン『文明の衝突』鈴木主税訳、集英社、1998 年、374 頁）

　ジハードの開始とホメイニ革命によって、世界史の見通しは変更を余儀なくされた。イスラム社会は、トルコの

ように近代化が進み、その同じ道をイランが進みかけたとき、ホメイニがそれを遮った。イスラム文化のアイデン

ティティの危機に対して、イランのホメイニの精神革命は、イスラムの根元的精神を回復しようとする精神運動で

ある。しかし、アメリカの軍事行動を介して、近代化、市場経済化、グローバリゼーション、親西欧化に向かい、

世界は均質化するという歴史の見通しを押し通そうとしたが、タリバン支配のアフガニスタンでは、アメリカの路

線が破綻している。

　さまざまな形のジハードが噴出しているイスラム世界の現状は、キリスト教的な寛容論の構図から見ると、宗教

の本来のすがたと一致しないのではないかと思われるだろう。

　キリスト教的な寛容論は次のような内容である。

１．宗教は内面的な真理であり、軍事力・法的強制力・世俗的な影響力などの外面的な強制は、宗教の本質に一致

しない。

２．同一の外的強制体制・国家のなかに、多数の教会など宗教的な団体は共存することが出来る。世俗的なルール

が共通であり、相互に世俗的な力の行使による干渉をしない。

３．世俗的な力が、宗教的な信念に反することを強制しない限りで、世俗的な支配を許容することができる。人工

妊娠中絶に宗教的な理由で反対する人は、人工妊娠中絶の法的な自由化を支持する。

　この寛容論は、聖俗二元論を前提にしている。ところがイスラムには聖俗二元論がない。

　「イスラームは、教会を世俗国家からはっきり区分する聖俗二元論的キリスト教と鋭く対立する。「わが王国はこ

の世のものではない」と言い、「カエサルのものはカエサルへ、神のものは神へ」と言ったイエスの言葉の上に、

キリスト教のあの壮麗な中世的教会制度が構築されていく。イスラームは、存在の全体をそっくりそのまま宗教的

世界と見る。イスラームの見る世界は、「聖なるもの」によって一切が浸透された、あるいは浸透されなければな

らぬ世界として描写される。人間生活のあらゆる局面が根本的、第一義的に宗教に関わってくる。個人的、家族

的、社会的、民族的、国家的、およそ人間が現実に生存するところ、そこに必ず宗教がある。人間存在のあらゆる

局面を通じて、終始一貫して『コーラン』に表われている神の意志を実現していくこと、それがイスラームの見る

宗教生活だ。」（井筒俊彦『イスラーム文化』岩波文庫、1991 年、40-41 頁）

　聖俗二元論と聖俗一元論との原理的、心情的、実生活的共存は、およそ不可能であるように見える。たとえば法

について、西欧近代の民主主義（法実証主義）によれば、究極の法源は同世代間の合意にある。イスラム原理主義

では、究極の法源は聖典にある。

　ゼンクハース『諸文明の内なる衝突』（宮田光雄他訳、岩波書店）は、ハンティントン『文明の衝突』を批判し

た書物で、もっともすぐれたものと見なされているが、このなかに書かれている近代化要因を要約すると、次の６

点になる。

　⑴正当な国家的暴力の独占が制度化されて、市民たちは非武装化される。⑵法の支配が、暴力の独占を合法化

し、紛争を決着させるためのルールを確定する。⑶各個人は、多様な役割を果たすことが期待されるようになる。

多岐にわたる役割が提供される。⑷民主的な参加への要求が生まれる。言説による思想の伝達と《討議による政

治》とに参加せざるをえなくなる。⑸配分的正義と公正をめざして、公共的論議と葛藤とを規制するルール。⑹こ

れらの諸要因が一つに組みあわされ、それが生活のあらゆる領域に影響を及ぼす。

　ここから導かれるのは、イスラム社会の近代化は不可能であり、キリスト教文化、西欧型文化との異質性は根強

く残るという帰結になる。

　「イスラームと価値の多元主義とを橋渡しすることは、教義的に考えれば不可能であるが、歴史的には可能であ

る。一方では、本質主義的に把握されたイスラームは、とりわけ原理主義的に尖鋭化した立場が問題の場合は、一
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枚岩的に感じとられるが、他方では、イスラームの歴史は、その当初から争いによって、つまり、神学と法とにお

ける諸学派の論争によって、それどころか、さまざまの教派的分裂、それと関連する深刻かつ戦闘的な敵対関係に

よって彩られてきた。」（ゼンクハース同書、69 頁）

　イスラムの近代化は、「教義的に考えれば不可能であるが、歴史的には可能」ということは、教義を純粋さを犠

牲にする形で可能となるということである。原理主義者が、勢力を握れば、「教義通りに不可能」という道を進む

ことになる。

　現在、対立しあっているさまざまな宗教が、一見するとまったく共通の原理を持たないように見える。しかし、

あらゆる宗教は独自の伝統をつくりあげて、独自の専門家を育ててきたので、そうした伝統が排他的な関係を固定

しているのであって、それぞれの原典そのものが、排他的であるかどうかは、別問題である。

　現在の「文明の衝突」の背後にある、教典解釈の不可通訳状態は、それぞれの宗教が教団組織として確立された

という事情の継承である。宗教の根元性は、その教団の政治によって実定化されている。それを破砕するのが解釈

学的破壊である。

　中村元『普遍思想』（1975、1999）は、宗教の根元を調べれば、宗教間の共通の要素を知ることは、さほど困難

なことではないという事例をいくつも示している。

９．文明の接近

　社会科学の領域での自然主義では、マルサスの『人口論』（1798）が画期的な著作であった。「万能の神を完全に

見きわめるわれわれの微力なこころみにおいて、われわれは、自然から自然の神を推論すべきであって、神から自

然へと推論すべきでないことは、絶対に必要におもわれる。」（マルサス『人口論』永井義雄訳、中公文庫 1973 年、

200 頁）

　神を直接に知ることはできない。神の書いた書物である自然を読み取るべきである。ここには、神学と自然学と

の対立はない。信仰との知識、精神主義との自然主義との対立もない。

　「わたくしは、二つの公準をおいてもさしつかえないであろうと考える。

　第一、食糧は人間の生存に必要であること。

　第二、両性間の情念は必然であり、ほぼ現在の状態のままでありつづけるとおもわれること。

　そこで、わたくしの公準が承認されたものと考えて、わたくしはつぎのようにのべる。人口の力は、人間のため

の生活資料を生産する地球の力よりも、かぎりなくおおきい、と。人口は、制限されなければ、等比数列的に増大

する。生活資料は、等差数列的にしか増大しない。数学をほんのすこしでもしれば、第一の力が、第二の力にくら

べて巨大なことが、わかるであろう。」（同、22 頁、23 頁）

　ここには「なぜ人口は等比数列的に増大するか。なぜ食糧は等差数列的に増大するか」という問いに対する答え

は、ほとんどない。事実としてそうなっているというのが、マルサスの答えである。

　現代でマルサスの説を引き継いでいるのは、『ローマクラブ報告』の筆者達である。その報告書は、三種類ある。

　「世界の人口は幾何級数的に増加しているだけでなく、成長率もまたたかまっている。」（メドウズ他『成長の限

界』大来佐武郎監訳、ダイヤモンド社、21 頁、原作・翻訳ともに 1972 年）

　「一六五〇年の人口は、およそ五億人だった。年間増加率は○・三パーセントで、倍増に要する期間はおよそ二

五〇年と予測されていた。それが一九〇〇年までに一六億人に達し、年間増加率○・五パーセント、倍増期間は一

四〇年となった。さらに、一九七〇年になると世界人口は三六億人に増え、年間増加率も二・一パーセントにまで

伸びた。これは単なる幾何級数的成長ではなく、成長率そのものが成長していたという意味で、超幾何級数的成長

である。」（メドウズ他『限界を超えて』茅陽一監訳、ダイヤモンド社、29 頁、原作・翻訳ともに 1992 年）

　「女性一人当たりが産む子どもの数は、世界全体の平均で、一九五〇年代の五人から九〇年代の二・七人に低下

した。二一世紀の幕が開けたとき、ヨーロッパの家族の規模は、夫婦当たり平均一・四人の子どもで、人口を維持

するために必要な数をかなり下回っていた。ヨーロッパの人口は、一九九八年の七億二八〇〇万人から二〇二五年

の七億一五〇〇万人へとゆっくりと減少すると予測されている。しかし、出生率が低下したからといって、世界全
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体の人口の増加が止まったわけではなく、また、幾何級数的な増加が止まったという意味でもない。単に、倍増期

間が長くなったということであり（年間増加率二パーセントなら三六年だが、一・ニパーセントなら六〇年とな

る）、倍増期間がさらに長くなるかもしれないということである。増加率は低下していたのにもかかわらず、実際

には、地球に生まれてくる人間の絶対数は、一九六五年よりも二〇〇〇年のほうが多かった。」（メドウズ他『成長

の限界・人類の選択』枝廣淳子訳、ダイヤモンド社、36 頁、原作 2004 年、翻訳 2005 年）

　私は「ローマクラブ報告」の筆者達が、マルサス・モデルに行きすぎた固執をしていると思う。マルサス・モデ

ルでは説明できない変化が起こっている。

　エマニエル・トッド（主として『文明の接近』、『アラブ革命はなぜ起きたか』）の示している説明のモデルは、

おおよそ次のようなものである。

　１．（自然主義的普遍性）人間は、その信じる宗教とはほとんど無関係に、一定の条件下で、同一または類似の

態度をとる。

　２．識字率が高くなると、出生率（女性一人あたりの生涯出産数）が低くなる。

　３．識字率が高くなると、親の世代との断絶が進行し、「移行期危機」が発生する。

　４．イスラム社会では、親戚のなかで配偶者をきめる内婚率が、高い。内婚によって、女性の立場は保護されて

いる。

　５．家族システムの違いが、気質・心性・イデオロギーの違いを生み出す。

　トッドは、識字率、出生率のデータによると、現代のイスラム教徒が、原理主義化してキリスト教文化、近代主

義、民主主義、市場経済を支える文化と「文明の衝突」を引き起こしているという認識は、あやまちであり、「文

明の接近」が起こる可能性が高いという。

　トッドを著名にしているのは、「家族システムの違いが、気質・心性・イデオロギーの違いを生み出す」という

ことを説明するのに、「外婚性共同体家族」、「内婚性共同体家族」「権威主義家族（直系家族）」「非対称型共同体家

族」「平等主義核家族」「絶対核家族」「アノミー家族」、「アフリカ・システム」という八類型とそれに対応する心

性・イデオロギーを提示したことである。

　「外婚性共同体家族」では、結婚した息子が、すべて家にとどまり、大家族を形成するが、嫁は外部から選ばれ

る。

　「内婚性共同体家族」では、結婚した息子が、すべて家にとどまり、大家族を形成するが、嫁は親戚（父の兄弟

の家）から選ばれる。イスラーム圏では典型的な形である。地理的な内婚、職業的な内婚の例もある。

　「権威主義家族（直系家族）」では、戦前の日本やドイツ、ルアンダのツチ族で、長子相続が認められていて、長

子以外は家をでる。

　「非対称型共同体家族」では、母系の内婚を認め、父兄の内婚を禁止する（インド、ケララ、ドラヴィダ系）。

　「平等主義核家族」では、結婚した子どもは家を出て独立した家族をもつが、パリ盆地では遺産が平等に分配さ

れる。

　「絶対核家族」では、結婚した子どもは家を出て独立した家族をもつが、遺産相続に関して親の自由裁量権が認

められている（イングランド）。

　「アノミー家族」では、固定した婚姻性がない。（東南アジア、アメリカのインディオ、マダカスカルの一部）

　「アフリカ・システム」は、いわゆる「ブラック・アフリカ」で見られる、大衆的一夫多妻制である。夫婦の絆

は弱く、流動的である。

　トッドの用いる一般的な説明の型の有用性よりは、そのつどの現状を説明する明確さに注目した方がいいだろ

う。ローマクラブ報告が採用しているような、人口動態のマルサス主義が、現実の動きとはちがうというというこ

とは、トッドの説明でよく分かる。そして、イスラム圏での内発的な「準近代化」の動向があり得るということ

も、識字率と社会変動との相関関係から推測できる。

　「文化的進歩は、住民を不安定化する。識字率が 50%を越えた社会とはどんな社会か、

　具体的に思い描いてみる必要がある。それは、息子たちは読み書きができるが、父親はできない、そうした世界

なのだ。全般化された教育は、やがて家族内での権威関係を不安定化することになる。教育水準の上昇に続いて起
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こる出生調節の普及の方は、男女間の伝統的関係、夫の妻に対する権威を揺るがすことになる。この二つの権威失

墜は、社会の全般的な当惑を引き起こし、大抵の場合、政治的権威の過渡的崩壊を引き起こす。」（トッド『文明の

接近』石崎晴己訳、藤原書店 2008 年、59 頁）

　1985 年から 1990 年にかけて、出生率の低下した国は、アルジェリア、リビア、モーリタニア、エジプト、スー

ダン、シリア、イラク、ヨルダン、サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦、バーレーン、カタールであ

る。

　出生率の低下が社会構造を変えるプロセスを、トッドは次のように説明している。「子供が四人いる時、父系原

則の適用条件である男子を持つ確率は九四%である。子供三人の場合、その確率は八八%、子供が二人だけの場合

は、七五%となる。出生率が女性一人当り子供三を下回ることになると、夫婦のうちの四分の一が男性子孫を持た

ないというリスクを受入れなければならなくなる。これではその社会が［内婚的］父系原則を諦めるというに等し

い。この問題は、［外婚的］父系制社会にとっては乗り越えられない問題ではなく、中国や北インドでは、女性嬰

児殺しで乗り切ろうとする。アラブ圏の場合は、ほぼ全体的に女性嬰児殺しを行なわないため、この問題はより厄

介となる。」（トッド『文明の接近』石崎晴己訳、藤原書店 2008 年、133 頁）

　識字率と出生率に関して、トッド『文明の接近』（前掲 30 頁）によると、日本で男性識字率が 50%を超えたの

が 1850（嘉永 3）年、女性識字率が 50%を超えたのが 1900（明治 33）年、出生率が低下し始めたのが 1920（大正

9）年である。

　識字率と衛生観念の普及は非常に高い相関関係を示すのが常であるが、日本では出生率への直接の影響はなかっ

たと考えてよい。日本で「受胎調節」という考え方が普及するのは、第二次大戦以後である。現代では識字率と受

胎調節とは高い相関関係を示すだろう。

　現代では、識字率がコンピュータ識字率と直結すると考えると、あらゆる知識と情報に個人で接触することがで

きる。2010 年 12 月のチュニジアをきっかけとする、リビア、アルジェリア、イエメン、サウジアラビア、ヨルダ

ンの紛争は、コンピュータ識字率の高さが起動因となっている。

10.	 哲学からあらゆる「ローカリティ」（地方性）を追放すること。哲学は「主題」別に組み
立てられるべきである。

　精神主義的な手法で考えると「文明の衝突」は永続するが、自然主義的な手法で考えると「文明の接近」が今後

も続いて起こる。そのどちらが正しいかと考えるためには、共通の分母の上に並べる必要があるが、精神主義的な

解釈の手法と自然主義的な観察・観測の手法とでは、それぞれを比較する土俵、場所が、存在しない。

　「識字率が高くなると出生率が低くなる」ということの実態は、避妊の知識が普及する、女性の立場が家庭内で

高くなる、子どもが多産多死でなくなる、無計画に子どもを増やすというよりは本能的に性行為をするという態度

がなくなってくる、子どもの教育費が高くなる等々、人生観が全体として変わってくると言ってもいいような変化

だろう。識字率と出生率という数字を出して並べることは、観察・観測の手法によっているが、その相関を理解す

ることの内容は、あらゆる領域、次元にわたっている。

　原子力発電所の事故というような事例では、原子力工学、確率論的安全評価法、無過失責任制度、確率論の大数

法則からカオス理論への変化、地震学・防災学、ハザードマップ、安全と安心の概念という他分野のリテラシー

（識字率）が、関わってくる。（加藤尚武『災害論』世界思想社、2011 年参照。）

　「原子力発電の必要とされる理由には、過剰消費への傾向があるから、もっと禁欲的になるべきだ」というよう

な倫理的態度が、哲学に求められると誤解している人がいる。また、安全管理の技術に過剰に自負するおごり、慢

心、増長の気持ちをしかりつけて、もっと謙虚になりなさいと説教をするのが、哲学の任務だと誤解している人が

いる。

　哲学が、大局的に全体をとらえて、問題に関わる責任ある主体のあり方を示すべきであるというのは、正しい。

そして、それがともすれば、お説教になってしまう。

　われわれは今、多数の専門領域の関わる技術、制度、社会関係を運営して生活している。その全体像は、どの一
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点からも見えない。自然科学的に見れば、冷却水の循環不能による原子炉の融解という事例である。社会科学的に

みれば、無過失責任の事例である。人文科学的に見れば、確率が不安定な危険度への不安という事例である。

　哲学は、あらゆる学問・宗教・芸術のリアリティの特質を明らかにしなくてはならない。過去の哲学も、おおむ

ね、人間の文化的な営為の全体をとらえようとしたのだが、アリストテレスやデカルトでは、たしかに哲学をする

だけの、学問の幅の広さと深さを知っていた。しかし、職業的な哲学者が、大学教授として社会的な地位を認めら

れるようになると、個別的な領域については、ほとんどの素人であるままで、哲学という学問をするようになっ

た。だから哲学にはゴミが多い。

　「ゴミ」というのは、大森莊蔵の用語で、発表されはするが、繰り返して読み返されることのないような論文の

ことである。

　学問は、ゴミを捨てながら走る。その捨て方が正しいなら、その学問は存在理由がある。哲学は、ゴミを捨てな

いで、担いで歩いている。ゴミを捨てるためには、査読の基準をはっきりと立てて、「この論文はゴミだ」という

判定をいったん受けたら、科研費の報告書だろうと、大学の紀要だろうと、同人雑誌だろうと、どこにも発表はし

ないというルールを皆がまもるぐらいにしないと、ゴミは増え続ける。

　私が査読の基準として想定しているのは、「同一のテーマに関して古今東西すべての基本的な論点を参照済みに

している」という基準である。加藤尚武『災害論』（世界思想社、2011 年）では、「偶然」という概念について、

古今東西すべての基本的な哲学的論点を包括したいと思った。しかし、同時に「確率」という概念について、現代

のカオス論にいたるまでのすべての数学と物理学の論点を参照するという作業にかんしては、自分の能力の限界を

感じた。偶然を表現した文学作品としては、ソートン・ワイルダーの『サンルイスレイの橋』（The Bridge of San 

Luis Rey, 1928 年）とトルーマン ･ カポーティの『冷血』（In Cold Blood, 1965 年）とが、ほとんど同じモチーフで

あると思うのだが、「文学における偶然の表現」を包括することは断念した。宗教・文学における「運命」、「くじ

引き」等についても、断念した。

　「同一のテーマに関して西洋哲学のすべての基本的な論点を参照済みにしている」という基準をみたすには、ヨ

アヒム ･ リッター（Joachim Ritter, 1903- 1974）の『哲学事典』（Das Historische Wörterbuch der Philosophie）の利

用が不可欠である。しかし、項目によっては、内容が不十分であるという場合もある。

　東西の哲学・宗教にわたった事典としては、中村元監修、峰島旭雄編『比較思想事典』（東京書籍、2000 年）が

便利だが、分量が少ない。リッターの『哲学事典』の 50 分の一ぐらいである。

　英米圏でも事典類が、拡充してきていて、グーグルだけでなく、未来の情報のあり方を考えて、事典やハンド

ブックとして集約点を作っていくという作業が進められている。最近完結した、イゼンゼー＆キルヒホフ（Isensee 

& Kirchhof）の『ドイツ共和国連邦国家法ハンドブック』（Handbuch des Staatrechts der Bundesrepublik Deutschland

全９巻 2003-2011）も憲法論・法哲学では「参照しておかないと査読が通らない基準」に使ってもいい情報集積で

ある。

　私の夢のなかでは、『哲学古今東西』という情報の集積があって、そこでは「真理」、「愛」、「正義」、「美」、「生

命」などの主題について、古今東西の英知を語る言葉が集められている。狭い意味での哲学・宗教・思想だけでな

く、自然科学・社会科学・文学からも採録される。拡大版では、毎年、採録される情報が増えていく。縮小版で

は、毎年、採録される情報が減っていく。この縮小版に生き残ることが、哲学者の最高の名誉となる。いつか世界

中で『哲学古今東西・縮小版』が、万人が必ず習得すべき真の古典として読み継がれるとき、世界中の人々の対話

と合意形成の質が良くなるだろう。
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