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日本におけるマッハ受容の一局面 
 

嶺 秀樹 

 
【概要】マッハの思想は感性的要素論や思惟経済説で有名であるが、純粋経験論

から出発した西田やその影響を受けた田辺がマッハの感覚一元論に関心を持ち、

評価の対象としたことには十分な理由がある。しかし、マッハと深い交流のあっ

たジェイムズと比べると、西田や田辺がマッハを論評するときには、どちらかと

いうと批判的であった。本論の意図は、西田や田辺におけるマッハ受容のあり方

を通して、両者の思想の重要な特徴をあぶり出すことにある。フッサール現象学

の先駆者の意味をもち、ホーフマンスタールやムージルとの関係もある世紀末ウ

ィーンの名士マッハが彼らによってなぜ一面的にしか受け入れられなかったのか。

当時の西田や田辺のマッハ受容を規定していた解釈学的状況にも注目しつつ、マ

ッハとフッサールとの関係に論究することで、西田や田辺のマッハ批判の意味を

解き明かしてみたい。その際、一つの鍵は、当時の物理学や芸術の傾向を示すため

に西田が用いた「新理想主義」という言葉である。純粋経験の立場から理解された

「理想」の意味を通して、とりわけ西田がなぜマッハやフッサールに批判的であ

ったかが明らかになるだろう。 

 

【キーワード】純粋経験、感覚一元論、思惟経済説、現象学、新理想主義 

 

一 
 

 日墺友好 150 年を記念するシンポジウムで講演する機会を頂き、大変感謝して

おります1。哲学という観点からオーストリアと日本の関係についてお話するとい

うテーマを頂いたのですが、どのようなお話をするか、少し迷いました。現代の日

 
1 2019 年 10 月 18 日ザルツブルク大学で行った講演の日本語版。 
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本の思想界に大きな影響を与えたオーストリアの哲学者といえば、まず現象学の

祖としての E.フッサールの名を挙げなければならないでしょう。最近では、L.ヴ

ィトゲンシュタインの名前も欠かせません。その他にはフッサールにも影響を与

えた F.ブレンターノや E.マッハの名前も挙がるかもしれません。ブレンターノは

専門家にはよく知られていますが、日本の哲学者への影響関係から言えば順位は

低いでしょう。年齢から言えば、ブレンターノとマッハは同じく 1838年生まれで、

独創的な思想を展開した日本の哲学者、たとえば西田幾多郎や田辺元、和辻哲郎

や九鬼周造よりもかなり年上です。西田は 1870 年に､田辺は 1885 年に、九鬼は

1888 年に生まれました。和辻哲郎はヴィトゲンシュタインと同じく 1889 年生まれ

です。ヴィトゲンシュタインが日本で知られるようになったのは第二次大戦後、

1960 年代以降のことですから、西田や田辺はおそらく彼のことをほとんど知らな

かったでしょう。この講演ではマッハを取り上げてみたいと思うのですが、なぜ

マッハなのかと言うことについては少し弁明が必要かもしれません。 

マッハは、ご存じのように、もともとは物理学者であり、科学史家としても知ら

れ、心理学の領域でも顕著な仕事をしています。ホーフマンスタールやムージル

との関係もあり、世紀末のウィーンの文化人としてヨーロッパでは著名でしたが、

日本ではそれほどでもなかったのです。日本でマッハと言えば音速の単位の由来

となった物理学者として知られているほかは、戦前ではほとんど注目されていな

かったと言っても言い過ぎではないでしょう。マッハの翻訳に関しても、1960 年

代になってやっと始まり、『感覚の分析』と『力学史』の全訳があるほかは、自然

科学の認識論的方法論的な論文を集めた部分訳がいくつかあるのみです。マッハ

は、論理実証主義的なウィーン学団（Wiener Kreis）やフッサール現象学の先駆者

として注目しはじめられているとはいえ、現在の日本では十分な研究対象となっ

ているとはとても言えない状況です。現在までの研究論文の数とか翻訳の状況か

らいえば、フッサールとヴィトゲンシュタインが突出しています。 

それにもかかわらず、今なぜマッハなのでしょうか。その理由の一つとして挙

げたいことは、やはり西田や田辺との関係です。ご存じのように、マッハは自ら哲

学者として名乗ることを何度も拒否しているのですが、1895 年にウィーン大学に



『求真』 第 26 号 2021 年 3 

新たに開設された「帰納科学の歴史と理論」講座に哲学教授として招かれていま

すし、西田や田辺がマッハに触れるときにも、科学思想家であり哲学者としてで

した。西田の著作や講義録には何度もマッハの名前が出てきますし、自身の研究

ノートにもマッハを勉強した跡がかなり見られます。最初科学史や数学の哲学者

として出発した田辺元も、科学史や科学哲学の著作でマッハを取り上げ、詳しく

論評しています。しかし我々にとって一層興味深いのは、西田や田辺のマッハ受

容のあり方です。マッハの思想は、一般に、感性的要素論や思惟経済説で有名です

が、西田がマッハに注目したのは、西田哲学の出発点ともいうべき「純粋経験論」

との関係でした。「純粋経験を唯一の実在としてすべてを説明してみたい。（…） 

個人あって経験あるにあらず､経験あって個人あるのである」という『善の研究』

の序文のよく知られた言葉から、西田がなぜマッハに注目したのかがよく分かる

と思います。とはいえ、マッハと深い交流のあったアメリカの哲学者ウィリアム・

ジェイムズに比べると、西田がマッハを論評するときには、どちらかというと批

判的でした。マッハのいわゆる感覚一元論が、西田の純粋経験説と極めて近いと

ころがあるにもかかわらず、そしてマッハに対して一定の敬意を常に払っている

にもかかわらず、最終的には斥けてしまうのです。なぜなのでしょうか。 

ちなみに、ベルクソンの思想と共に西田の最初の哲学形成に大きな役割を果た

したジェイムズの radical empirism は、マッハの認めるところでもありました。ジ

ェームズは 1882 年に当時プラハで教えていたマッハの講義を聴き、その後親しく

語り合います。その後もずっと文通を続け、著書を交換しあっています。マッハの

一般向けの講義を集めた Populär-Wissenschaftliche Vorlesungen はジェイムズに献呈

されています。マッハもジェイムズもプラグマティックな考え方をしていますし、

何よりもジェイムズの純粋経験論とマッハの感覚一元論は、ともに主客未分の根

源的経験から出発している点で、非常に似ています。それにもかかわらず、西田は

マッハに対してはネガティヴな態度を崩さず、『善の研究』の序でも、「はじめはマ

ッハなどを読んでみたが、どうも満足できなかった」とまで述べています。マッハ

とジェームズの違いをどこで認めたのか、これも西田や田辺のマッハ受容を考え

る際の重要な視点です。 
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ともあれ、我々としては、むしろ彼らのマッハ理解やマッハ批判をもとにして、

当時の西田や田辺の思想の重要な特徴ないし傾向をあぶり出すことができるよう

に思えます。さらに興味深いことに、彼らのマッハ受容は、フッサール受容とも重

なってくるのです。フッサールの重要性を日本で初めて発見したのは西田ですし、

田辺も西田に勧められてフッサールを研究し、1923 年にはフッサールのもとで学

ぶべくフライブルクに留学しています。西田も田辺もフッサールの重要性を早く

から認めていたのにもかかわらず、思想が成熟して行くにつれて、思想傾向とし

ては両者とフッサールの違いはますます顕著になっていくのはなぜでしょうか。

この問題を追及することを通して、西田や田辺のマッハやフッサール受容のあり

方を検討することを通して、日本の代表的哲学者の思想形成の重要な一コマを浮

き彫りにできると思われます。 

 

二 

 

 西田や田辺のマッハ受容の内容に立ち入って考える前に、19 世紀後半から 20 世

紀初めの日本における歴史的文化的状況にごく簡単に触れておくのがよいかと思

います。マッハだけでなく、日本における西洋の哲学の受容のあり方を考える上

で、政治的経済的文化的背景を簡単に押さえておくことは是非必要です。 

 さて日本とオーストリアが正式に外交を開始した 150 年前とは 1869 年ですが、

この年の一年前にいわゆる明治維新（Meiji-Restoration）が始まっています。1854

年のアメリカの提督ペリーの来航以来、当時の徳川幕府は鎖国を放棄することを

強いられました。これを契機として日本の中に大きな政治的対立が生まれました。

西洋的近代化の課題に直面した日本の政治的結末が徳川幕府の終焉であり、天皇

を中軸とした新しい明治政府の設立でした。それは一種の革命であり、政治・経

済・文化のあらゆる領域における急激な変化でした。西洋の市民社会をモデルに

した政治制度が取り入れられ、身分制度も原理的に廃止されます。1889 年にはプ

ロイセン王国憲法をモデルにした大日本帝国憲法が公布され、翌年議会が開設さ

れます。明治初期は自由民権運動との絡みでイギリスやフランスの思想が多く輸
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入されますが、政治組織をドイツ的なものをモデルにして構築しようとする国家

政策の影響もあって、ドイツとの結びつきが強化され、あらゆる分野で多くの若

者がドイツに留学することになります。例えば後に文学者としても有名になる森

鴎外は、1884 年に陸軍軍医としてドイツに留学し、陸軍の衛生制度を研究してい

ます。 

 教育研究機関についても短期間に多くの制度が国家政策として推し進められま

した。これもやはりドイツ語圏からの輸入が中心であったといってよいと思いま

す。1877 年に東京大学が設立され、1886 年に帝国大学となりますが､1890 年に日

本人はじめての哲学教授となる井上哲次郎は 6年間ドイツに留学しています。1897

年には京都帝国大学が設立され、その後 20 世紀前半に次々と帝国大学が設立され

ます。こうして大学を中心にあらゆる分野で欧米の学問や文化の導入が図られた

のです。1870 年生まれの西田幾多郎が学問を学び、哲学者として成長しはじめた

のは、まさにこうした明治の激動の時代を背景としています。西田自身はヨーロ

ッパに留学する機会をついに得ることができなかったのですが、中学・高校時代

に鍛えられた語学力をもとに自ら旺盛な読書量を誇っていました。非常に独創的

な思想家でしたが、他の哲学者の思想のコツを摑むのもとてもうまく、他の哲学

者を評価する力は当時としては抜群に優れていたと思います。フッサールを日本

で初めて発見したのも西田です。西田は 1910 年に京都大学に助教授として招かれ

ますが、正規の学生となったこともなく、留学経験もない西田が帝国大学の哲学

の教授となったことは、やはり彼の若い時代の論文の独創性が認められたことに

よります。彼の教育者としての業績も大きく、優秀な弟子たちを次々と輩出しま

した。15 歳年下の田辺元を発見し、後継者としたのも西田の慧眼によります。彼

の弟子たちは大学の授業を通して欧米の哲学の新しい動向を知らされ、自分たち

の学問の基盤としたのでした。 

  

三 

 

 話を西田のマッハ受容に戻します。西田がマッハの書物といつ出会ったのかは
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はっきりしません。『善の研究』が出版されたすぐ後の 1911 年 2 月の日記に「マ

ッハを読み始める」という記述がありますが、序文におけるマッハへの言及から

みても、また当時の哲学概論の講義ノートを見ても、それ以前にマッハをかなり

読んでいたことはまちがいがないと思われます2。西田が自らの思想との関連でマ

ッハをどのように読み、理解していたかを見ていきましょう。 

 まずマッハのいわゆる要素論をどのように見ていたかということからはじめま

す。周知のように、マッハはヒュームの思想を継承し、すべての経験を感覚の相互

連関から説明しようとしました。マッハは感覚の他には物体の存在も自我も独立

した実体としては認めず、むしろ物体も自我も感覚の相互関係のあり方から説明

しようとします。マッハにとって感覚のみが直接現前しているのであり、物体も

自我もこうした感覚の系列からなる複合体にすぎないというわけです。要するに、

マッハのいう感覚とは､カントが考えたようないわゆる主観的感覚ではなく、それ

自身は物的でも心的でもなく、外的でも内的でもない「中性的」なものです。マッ

ハは経験のこうした直接的現前を「要素」（Element）と名づけています。 

 このように感覚の実質をなすのが「要素」といわれるものですが、マッハはこう

した感性的要素の連関の仕方から、三つの複合体を区別しています。一つは､色、

音、圧力などの複合体であり、普通に「物体」と呼ばれるものです。身体はその特

殊なケースです。というのは、身体は物体と同じように現れるのですが、同時に痛

みなど内的なものとして捉えることもできるからです。それ以外に意志とか記憶

像などの複合体がありますが、その相互連関から自我と呼ばれるものが出てきま

す。 

 こうした区別は、また、科学を分類する基準ともなります。中性的な感性的要素

（たとえば色）がある依属関係（他の色、光源、温度、空間など）において見られ

ると、物的、客観的、外的なものを扱う物理学の対象となり、それがまた他の依属

関係（たとえば網膜との関係）において見られると、心的、主観的、内的なものを

扱う心理学の対象となるのです。マッハにとって仮象と現実の二元論は存在しま

 
2 西田が読んだものとして確認できるのは、Die Mechanik in ihrer Entwickelung 1883, Analyse 
der Empfindungen 1886, Erkenntnis und Irrtum 1886 などだが、詳しいことはわからない。 
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せん。それらは経験の文脈によって仮象と見なされたり現実となったりするので

あり、別々の文脈で別々の要素複合体に付された二つの名前にすぎません。西田

から見れば、マッハのこうした感覚一元論は、経験の主観客観を超えた（あるいは

それ以前の）純粋な直接的状態から出発するものとして、純粋経験論の一種であ

ることになります。 

 西田はマッハの以上のような基本的立場をよく理解し、ある種の共感を示して

いますが、いくつかの留保と批判を付け加えることを忘れていません。「要素」と

いう言葉が災いしたのでしょうか、経験を感覚の系列や連続と見なすことに反対

し、「切れ切れな感覚が別々に離在する」というのは「真に直接的な経験そのもの」

ではないと批判しています3。西田にとって純粋経験は「直接的な生きた経験」で

なければならないのですが、マッハのいう「感覚」は「心理学的分析によって作っ

たもの」であり、直接的経験の事実そのものではないと思えたのです。西田により

ますと、「直接の経験的事実」は「活動」であり、マッハのように感覚と機能的（函

数的）連関とを分かつべきではなく、「直接的なものがそのまま直ちに機能」であ

ると考えるべきなのです4。そもそも「要素の依属関係」や「感覚の結合」を問題

にすること自体、マッハがすでに直接的生命の生きた経験を離れているように見

えたのでしょう。 

 西田によると、一口に「純粋経験」といっても色々な見方があります。マッハの

「感覚の分析」も一種の純粋経験論であることは認めなければならないとしても、

それは「静的」なものにすぎません。それに対してジェイムズやベルクソンのそれ

は意識の直接の状態を流動的に捉えたものとして「動的」であり、純粋経験論とし

てより徹底したものです。マッハ批判の骨子となる文を引用しておきます。 

 

赤とか青とかがきれぎれに点在すると思ふのは実在を実在として見ないで

頭で考へるからである。即ち不断に流動する実在を止めて見るからである。

実在は無限に流動する創造的過程であるといふのは凡ゆる概念的思惟を離

 
3 N12-70。N は西田幾多郎新版全集（岩波書店）。 
4 N15-197 参照。 
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れて実在を直観した純粋経験其のものの姿である。マッハやアヴェナリウス

などは実在が純粋なる経験にあることを知つてゐたが未だ真の実在を見ず

してやはり頭の中で考へた仮構物を見誤つてゐたのである。真の実在は何と

も云ふことができぬ、何とでも云へば既に実在そのものでなくして他のもの

となるのである。ベルクソンの考は純粋経験を実在と見る客観主義の最も徹

底した、而して最も深遠な学説であると思ふ。(N12-24f.) 

 

 マッハに対するこうした不満は、彼のもう一つの基本思想である「思惟経済説」

にも向けられます。思惟経済説というのは、周知のように、プラグマティズム的な

精神に由来するもので、「科学は最小の思考の出費で事実をできるかぎり完全に記

述するものである」とみなす考え方です。こうした考え方に従うと、「科学的概念

体系」は決して実在そのものに当てはまるものではなく、「感性的事実を見通しよ

く秩序づけて包括する」ものにすぎないのです5。西田は、こうした思惟経済説を

全く拒否するわけではありません。西田も、真理と人間の生活を結びつけ､真理と

社会や文化との関係に注意を払うことを大事なことだと考えてはいるのですが、

ただ単に生活のための便利さとか有用さゆえに真理と考えることには反対なので

す。というのも、我々が理想を追求することの意味を考えると、我々の生を単なる

利益追求ではない、もっと実在の深いところから意味づけすべきだと考えられる

からです。西田は、「科学的真理は人生に有用であるから真理であるのではない。

それが真理であるから人生にとって有益なのである。科学の目的は生活の利用に

あるのではなく真理は真理のためにのみ真理である」6と述べ、「我々の精神生活に

とっては、真・善・美・は手段としてではなく、目的そのものとして要求される」

と主張しています。マッハのいう思惟経済も、単に人生に有用かどうかという眼

前の便宜の観点ではなく、「学問にとって便利かどうか」という視点から解釈でき

るにしても、人類の永遠の理想から考えると7、マッハの思惟経済説はやはり少し

 
5 Vgl. Mach, Populär-Wissenschaftliche Vorlesungen, Studienausgabe, Bd.4, S.472. 
6 N12-74。 
7 N14-227 参照。 
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浅薄な考え方であるように思われたのでした。西田が、マッハに比べてジェイム

ズやベルクソンに好意的なのは、「生命」というものをどう考えるかという問題に

関連しており、同じプラグマティズム的思想といっても、「人生の要求」に向かう

態度によって深浅が分かれると考えているからです。 

 ここで田辺のマッハ受容に目を向けてみましょう。田辺は最初、科学哲学や数

理哲学から出発し、西田によって京都帝国大学に任用される前に教えていた東北

帝国大学では､理学部で科学概論を講義していました。その成果として公刊した著

『最近の自然科学』においてかなりくわしくマッハを論評しています。田辺は早

くから西田の影響を受け、純粋経験の立場に立ちつつ、自然科学的認識の意義や、

当時最先端であった新カント派の哲学者の認識論を研究していました。マッハ受

容に関しても、田辺自身が認めるように、あちこちで西田と共通した理解が見ら

れますが、西田より厳しい批判的姿勢が目立ちます。数学や自然科学についての

豊富な知識を背景にして科学理論や哲学の認識論を才気活発に議論する才能を、

西田は非常に高く評価し、折に触れて田辺の仕事を参照するように指示していま

した。 

 さて、田辺の批判はまず、感覚一元論に基づいたマッハの自然科学的認識の理

解に向けられます。田辺によると、マッハにとって物理学の認識とは、「自然界を

形造る感覚的経験を模写 nachbilden する」ことであり、その際、「繁雑を避け生活

行動の指導に十分なる範囲」で「概括的に模写」することです。そこから見出され

た「法則」は、将来の観察や実験を指導するための便宜的なものにすぎません。し

かしこうしたマッハのプラグマティックな立場に対して、田辺は二つの問題を指

摘しています。第一の問題は、マッハが「感覚を以て実在とする」ところにありま

す。もちろん田辺は、マッハのいう感覚が、プランクなどが攻撃するような「個人

的主観的」なものではないことを認めています。「感覚」という言葉が適切かどう

かは別として、マッハのいう要素は単なる主観的なものではありません。田辺に

よると、マッハの欠点は、まさに直接経験の事実を認識の根拠とするという彼の

精神が「完全に発揮されているとはいえない」ところにあります。田辺は、西田と

同じく、マッハのいう感覚が「直接に体験せられた内容を具体的に表はすもの」で
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はないように思われました。田辺から見ても、マッハのいう「要素」はむしろ具体

的な直接的体験を「分析」し、これに含まれる「すべての関係を離れて孤立」させ

た「抽象的要素」にすぎないのです。マッハは空間や時間も一種の感覚に帰せしめ

るのですが、それによって空間的・時間的関係をうまく説明できておらず、これら

の関係を説明するための「窮余の策」にすぎないように見えました。田辺による

と、我々が経験する空間や時間はそもそも「感覚」ではないのです。体験の事実に

直接見出される諸連関は、感覚という孤立的要素のみからは理解することができ

ません。それはむしろ、具体的原体験が内面的に発展しそれ自身を顕現したもの

と見なければならないのです8。我々はこうした田辺の批評に、主客未分の純粋経

験の自発自展からすべてを説明するという当時の西田の立場の忠実な継承を、見

て取ることができます。 

 第二の批判は、物理学をどのようなものと見るかという物理学者自身の自己認

識にかかわります。マッハは科学理論を、感性的要素を思想において「模写」した

ものであり、現実経験の代用として思惟の経済を計ることをその本性とすると考

えたのでしたが、田辺は、こうしたマッハの科学理論の理解が科学の起源をある

仕方で説明するものではあっても、その意義を完全に理解させるものではなく、

そもそも物理学の発達と適合するものではないと主張しています。田辺によると、

科学の要求する｢真理｣は、「実在が内面的に発展して自己を顕現する過程としての

意味に存する」のです。「実在が無限の発展であつて其発展の一面が認識である」

という田辺の科学的認識の理解や、「真理は実在そのものに根柢を有」し、「その価

値は我々に利するところにあるのではなく、それ自身にある」9とする真理理解は、

西田の思想をそのまま踏襲したものであることはすぐに見て取れるでしょう。 

 

四 

 

 
8 T2-142f.参照。T は田辺元全集（岩波書店）。 
9 T2-144 参照。 
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 以上のように西田/田辺のマッハ批判を見てきますと、我々は一つの興味深い、

しかし理解することが必ずしも容易ではない一つの問題にぶつかります。それは、

マッハに対する西田や田辺の不満が、科学認識の基礎を直接的な経験に求めたこ

とにではなく、むしろこうした意図が徹底されていないことに向けられているこ

とです。西田も田辺も、マッハの思惟経済説は直接経験の不徹底に由来するもの

であり、もしそれが徹底できていれば、科学的真理を実在そのものにかかわるこ

とと考えるようになるはずだ、と考えているのです。しかし、直接経験の事実と思

惟経済説は本当に相容れないものでしょうか。ここで我々は、フッサールが『論理

学研究』の第一巻で、いわゆる心理主義の問題を取り上げ、マッハの思惟経済説を

批判していたことを思い出すでしょう。フッサールはそこで、マッハの思惟経済

説が「ある生物学的諸事実に関係」しており、進化論的考え方を取り入れたもので

あることを指摘しています。そして、こうしたプラグマティックな考え方では、

「学問研究の方法論に光を当てる」ことはできても、「純粋認識論、特に純粋論理

学のイデア的法則には何の光も投じられないこと」を非難するのです10。フッサー

ルによると、事実的所与と論理的イデア的なものとは混同されるべきではなく、

それゆえ論理や数学の純粋イデア的原理や規範的原理は、人間の心的生活や共同

生活の諸事実に解消したり、解釈したりしてはならないのでした。 

  われわれがフッサールのマッハ批判をことさらに取り上げた理由は、マッハの

心理学や物理学の方法論的立場が現象学の先駆的意義をもっていたことにありま

す。これはフッサール自身が認めるところでもあります11。フッサールが自らの立

場を「現象学」と名づけたことも、マッハに由来すると考えられます。というのも、

マッハは 1894 年に｢物理学に於ける比較の原理について」（Über das Prinzip der 

Vergleichung in der Physik）という講演を行うのですが、その中で、マッハは｢すべ

ての領域を包括する普遍的な物理学的現象学 “eine allgemeine, alle Gebiete 

umfassende physikalische Phänomenologie“｣を提唱しているからです。この講演をフ

 
10 Vgl. Husserl, Logische Untersuchungen, Tübingen 1913, Bd.1, S.206ff. 
11 Vgl. Husserlianer, Bd.IX, S.302. 
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ッサールもよく知っているおり、1897 年に発表した書評で言及しています12。とも

あれ、フッサールはマッハに対して心理主義批判と同様の非難を向けたものの、

マッハの感性的要素一元論に対して自らの現象学と近いものを感じていたことは

たしかです。マッハの思惟経済説に対するフッサールの批判が、『論理学研究』時

代のものであり、マッハを現象学の先駆者と認めたのがずっと後のことであった

ことを考慮に入れても、マッハとフッサールの関係が単純でないことは分かりま

す。フッサールが 1913 年にイデーン Ideen zur reinen Phänomenologie und 

phänomenologischen Philosophie を公刊したとき、ゲッチンゲンの弟子たちから『論

理学研究』において批判していた心理主義にフッサール自身が再び陥っているの

ではないかという批判を受けたことの意味も、あらためて問わなければならない

でしょう。 

 マッハのフッサールの関係は、プラハ時代のマッハの講義を聴き、影響を受け

たと思われるホーフマンスタールとフッサールの関係をあわせて考えてみると、

より興味深いものとなります。ホーフマンスタールは 1906 年に｢詩人と現代｣とい

う講演を何度か行うのですが、フッサールはこの講演をゲッチンゲンで聴いてい

ます。その翌日にホーフマンスタールはフッサールを訪ねて歓談しています。少

し後にフッサールはホーフマンスタールに手紙を書き13、その中で、世界に対する

詩的態度と現象学者が現象学的還元によって意識を純化していく作業には共通し

たものが認められることを指摘しています。実在性に関する一切の定立作用を遮

断する現象学的還元が、ホーフマンスタールの詩的態度と類似したものがあると

したら、しかもこのフッサールの指摘を裏づけるものがマッハの認識論にも認め

られるとしたら、心理主義だという批判によってマッハを一蹴することはとても

できないでしょう。ここに科学的真理や論理的イデア的なるものと純粋経験の実

 
12 木田元『マッハとニーチェ』（新書館 2002 年）157 頁以下参照。フッサールは 1897 年に書

評論文「1894 年に発表された論理学についてのドイツ語論文の報告“Bericht über deutsche 
Schriften zur Logik aus dem Jahr1894“」 (Husserliana Bd.XXII, S.124ff.)を書き、そこでマッハの

この講演も取り上げ､好意的な評価を下している。 
13  木田元前掲書 282 頁以下参照。Husserl, Briefwechsel Bd.VII, Wissenschaftlerkorrespondenz, 
S.133ff. 
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在と関係が改めて取り出されることになると思います。この問題にもう少し立ち

入って考えるために、マッハ受容とも深く関係している西田のフッサール受容を

取り上げてみたいと思います。 

 

五 

 

 西田は『善の研究』を出版した後、すぐに論文｢認識論に於ける純論理派の主張

について｣(1911)を発表しています。この論文で西田は認識論の学派を純論理派と

心理派（ないし純粋経験派）の二つの立場に区分し、論理派の主張に一理あること

を認めつつも、心理派の徹底したものとして純粋経験の立場を確認し、そこから

論理派と呼ばれる人々の思想を見直そうとしています。ちなみにこの論文は直接

にはリッケルトを紹介しつつ論評するという意味を持つものですが、フッサール

も論理派の一人として取り上げ、リッケルトと重ね合わせて考えています。 

 さて、西田はまず純論理派が心理学的説明を基礎とする認識論になぜ反対する

のかをくわしく説明していますが、これについてはフッサールの心理主義批判と

同じようなことですので、改めて言及する述べる必要はないと思います。要する

に知的作用などの個人的主観の事実から一般的真理の規範を立てることはできな

いという批判につきます。意味とか価値の領域は客観的イデア的なものであり、

しかもそれは物自体のような超越的実在界に属するものではなく、超越論的主観

がアプリオリに構成すべきものだという思想がその背景にあります。 

 こうした論理派の主張に対して、西田はどのような立場をとるのでしょうか。

西田は、心理派が個人的な心理作用のみに立脚するものだとすると、論理派の主

張に正当性があることを認めるのですが、心理派をすべての仮定や独断を離れて

直接経験そのものに立脚した立場であると考えるならば、こうした純粋経験の立

場には論理派が排除しきれない根本的なものがあると考えるのです。論理派に対

する西田の不満は、彼らが判断を経験の唯一の統一作用として考え、論理的範疇

を意識のもっとも根本的な形式と考えるところにあります。西田によると、そも

そも事実と当為、存在と価値を分けるところにそもそも独断が働いています。具
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体的事実としての直接経験、純粋経験は、単なる事実の世界、存在の世界ではな

く、すでに意味の世界、価値の世界です。我々が見る色、我々が聞く音にはすでに

意味があり、一種の当為が含まれています。意志や感情についてはなおさらです。

経験の中心が論理的要求に存するのではなく、我々の思慮を越えた自発自展の経

験の具体的統一にあることがわかれば、純論理派の主張に一方的に正当性を与え

ることはできないというわけです。 

 西田は、『善の研究』を出版した頃、リッケルトやコーヘンなどの新カント派や

ボルツァーノやブレンターノやフッサールなどを集中的に研究し、自らの純粋経

験の立場を見直し始めます。それはやはり、純粋経験の自発自展の活動からどう

して一般性を持つ価値や規範が出て来るのかが説明困難であることをどこかで認

めていたからです。こうした問題に触れることによって、西田はその後、純粋経験

の立場を離れずに、しかも価値や当為の問題を根拠づけうるためにはどう考えれ

ばよいのかを掘り下げて追求し、自覚とか場所という新たな思想に到達するに至

ります。こうした新たな立場から、フッサールの思想の評価に関してもある種の

深まりを見せます。 

 その後、西田がフッサールをどのように評価するようになったかは、面白いテ

ーマですが、ここでの課題ではありません。ただ一つ指摘しておきたいことは、イ

デーン以後のフッサール現象学が一種の直観の世界から出発し、そこから種々の

世界のアプリオリを志向性の分析を通して露わにしていくことに一定の共感を示

しつつも、西田がやはり受け入れがたいものを感じていたことです。それは、フッ

サール現象学の明証性の原理とする｢直観の世界｣が｢純粋記述｣の世界であり、そ

の限りで、｢直接流転の世界に於ける関係を表すことは不可能である｣14と思えたか

らでした。我々はこうしたフッサールに対する不満に、ふたたび西田がマッハに

感じていた不満と同じものを見出すのではないでしょうか。こうした不満は一体

どこから来るのでしょうか。この不満の出所こそ、西田のマッハ受容やフッサー

ル受容を、それが正当か否かは別として、初めから導いていた解釈学的状況を形

 
14 N1-291。 
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成するものでした。 

 

六 

 

 最後に西田のマッハ受容を規定していた解釈学的状況の先構造ともいうべき幾

つかの契機に触れておきたいと思います。その手がかりを与えるのが、当時の物

理学や芸術の世界の傾向に対して西田が用いた｢新理想主義｣という言葉です。西

田は、今日の物理学者の実用主義的自己理解（まさにマッハのそれ）に対して物理

学的知識の構成に必要なアプリオリを強調し、それをマックス・プランクの新理

想主義に準えて理解しようとしています。西田によると、物理学者が理論間の選

択や調和統一を求める際に、学の依って立つアプリオリを吟味し知識を純化しよ

うという精神が認められます。プランクやアインシュタインなどの物理学者の世

界観には、実用主義のいう生活の利害という基準を容れる余地のない「理想」が存

すると考えられるのです。西田はまた、近代の芸術においても、絵画の印象派から

後期印象派への推移が、｢マッハなどの感覚主義から新理想主義への推移の意味を

有して」いることを認め、｢芸術は単に受働的感覚を其儘写すのではない、創造作

用である、或立場からの創造である｣と述べています15。それは、「後期印象派」が

印象派のように単に要素を見ずに、「全体の順序」（Ordnung des Ganzen）を見るか

らであります。ここで西田は、「セザンヌの absolute Gestaltung の芸術」が｢新カン

ト学派の意を寓するもの｣としていますが、こうしたセザンヌ解釈の当否は別とし

て、西田の理解する「新理想主義」の意味を暗示するものとなっています。 

 ｢理想主義｣はドイツ語で言うと Idealismus ですが、ご存じのように Idealismus と

いう言葉に含まれる ideal は二重の意味をもっています。すなわち、ひとつはロッ

クやデカルトなどの近代の哲学者が理解している心の｢表象｣（Vorstellung）という

意味の｢観念｣と、もう一つは個々人が抱く「理念」（Idee）としての｢理想｣（Ideal）

という意味です。西田の純粋経験の立場から｢理想｣と言われるのは、もちろん基

 
15 N1-292f.参照。 
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本的には｢理念｣の意味に近いのですが、しかしここで注意しなければならないこ

とがあります。西田が純論理派に対して持っていた不満は、先ほど触れたように、

この派の人々が論理的範疇を意識の根本形式と考えるところにありましたが、こ

のことと関連して彼らの心理主義批判そのものにも向けられているのです。つま

り、論理派が心理主義を批判したのは、論理的範疇などの理念的なものを個人の

心理作用から説明することの不当性でしたが、西田から見るとこうした批判には、

｢経験｣についての独断的な前提、すなわち、経験は個人的であって空間時間や因

果関係の範疇に当てはまるものという仮定がもととなっています。経験がそうい

うものであれば、意味や規範的意識を心理的に説明することは不可能であるとい

わなければならないでしょう。しかし、西田が言うように純粋経験の真の立場に

立つことができれば、まさに個人あって経験があるのではなく、経験あって個人

があるのです。この事態が意味することは非常に重要です。純粋経験の自発自展

的統一の活動とひとつになった自己は、現実と可能がいわばひとつになった自己

であり、その活動のまっただ中では、主客の分離が意識されないのみならず、同時

に主客の統一も意識されないのです。自発自展的経験の具体的統一の本質は、ま

さに可能と現実が分離しつつ合一されるダイナミックな動性にあるのですが、そ

の際、この統一が活動の現場においては客観として決して意識されないことが重

要です。そして、西田にとってさらに重要なことは、この統一作用が｢我々の思惟

意志の根柢における統一力｣であるのみならず、ただちに｢宇宙現象の根柢におけ

る統一力」と同一のものであることです。物体現象も精神現象も純粋経験におい

ては同一であるという主張も、宇宙の根源にまで至る働きとしてみる味方に基づ

いていました。 

 このことを念頭に置けば、純粋経験の立場から語られる｢理想｣が、現在の現実

と対峙し、将来的に実現すべき可能的な統一の形のようなものを意味していない

ことは、容易に理解できるでしょう。西田の純粋経験の立場は、マッハから見れ

ば、形而上学的契機を含んでおり、そうした形而上学的前提から科学を解き放と

うとする彼の努力と対立するものと見えたことでしょうが、逆に、西田から見れ

ば、マッハの一元論は、生の根本活動に触れることのない表面的な立場に止まる
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ものと考えられたのでした。西田のいう新理想主義の｢理想｣とは、要するに、現実

の活動そのものの｢要求｣として活動そのものの内に働き、活動の方向を導く意味

的動向ともいうべきものでした。｢直接経験の世界は理解の世界、意味の世界であ

る｣という西田の言葉も、活動そのものの内面的自動的統一の中にあってはじめて

真に理解できることであり、西田も、｢我々はこの統一と合一することはできるが、

これを意識対象とすることはできない｣16ことを強調しています。 

 このように、純粋経験の立場における｢理想｣の意味が明確になれば、「セザンヌ

の absolute Gestaltung の芸術が新カント学派の意を寓するもの｣17という、西田の一

見奇妙な解釈も、セザンヌのいわゆる réalisation を純粋経験の立場から理解したも

のとして受け取ることができるのではないでしょうか。もちろん、「単に受働的感

覚を其儘写す」という西田の印象派理解は大いに問題がありますし、マッハの感

性的一元論を要素主義的に感覚の寄せ集めとして現実を理解する立場とみなすこ

とも、マッハの誤解に等しいでしょう。マッハは哲学者である前に物理学者であ

り心理学者でしたから、事柄を観察し分析するのは当然のことです。マッハやひ

いてはフッサールの現象学的立場を、西田や田辺のように純粋経験の立場から、

「深さに欠ける」という批判をぶつけても、必ずしも正当とはいえず、一面的理解

だというそしりを受けることでしょう。西田や田辺はマッハを当時のウィーンを

中心とした文学や芸術の世界の文脈で捉えることはできていませんし、フッサー

ル現象学をヨーロッパの精神的世界全体の射程において受容する準備はまだ整っ

ていませんでした。その後、数十年にわたる西田や田辺の独自の思想的展開の中

で、フッサール理解はずいぶん深まりを見せますが、彼らがマッハをその膨大な

影響関係にふさわしい仕方で捉え直す作業を行ったことはついにありませんでし

た。 

 西田や田辺が独自の思想形成を開始した 1910 年代は、日本が西洋の近代思想と

出会ってからまだ 40 年ほどしか経過していません。それを考えると、彼らと同時

 
16 N1-183。 
17 岩城見一によるとこの absolute Gestaltung という言葉は、当時西田が読んだ Coellen の Die 
neue Malerei: der Impressionismus 1912 に由来するらしい。西田はまた Konrad Fiedler も熱心に

読み、大きな影響を受けている。 



18 日本におけるマッハ受容の一局面 

代の哲学者や科学者の受容の多様性と密度の高さには驚かされます。多くの留学

生が送られ、またヨーロッパの学者が招かれたのですが、短期間に一挙に多様な

ヨーロッパの文化や科学技術的文明が日本に押し寄せたのです。遅れた近代化を

取り戻そうとして一挙に政治制度を取り入れた結果、個人や社会生活に随分多く

のひずみや矛盾を生み出しました。また、西洋の科学技術文明や文化思想を和魂

洋才のスローガンのもとに身につけようとするあまり、一種の精神分裂に陥った

こともあったかと思います。当時の最高の知性であった西田や田辺も、東洋の伝

統に根ざしつつも西洋の伝統と肩を並べることができるような独自の哲学を構築

すべく日夜研鑽を積んでいたのですが、自らの立場の独自性を強調するあまり、

西洋の思想の受容に偏りが生じたり、思想そのものを歪めてしまったりすること

も多かったのです。しかしこうした危機の時代こそ創造の時であり、精神的文化

的世界は今日ではなかなか想像できないほどの実り豊かな時代を迎えました。矛

盾しつつ同一性を保つ生の活動に経験の真相を見出そうとした西田や田辺の思索

の基本動向は、彼らのマッハ受容やフッサール受容のあり方から見て取ることが

できますし、そこから哲学のみならず、科学や芸術、文学の創造の秘密の一面に触

れることができると思います。 

 

 

参考文献 

西田幾多郎新版全集第 1 巻、第 12 巻、第 14 巻、第 15 巻、岩波書店。 

田辺元全集第 2 巻、筑摩書房。 

Mach, Populär-Wissenschaftliche Vorlesungen, Studienausgabe, Bd.4. 

Husserl, Logische Untersuchungen, Tübingen 1913, Bd.1. 

Husserl, Phänomenologische Psychologie, Husserlianer Bd.IX. 

Husserl, Husserlianer Bd.XXII. 

Husserl, Briefwechsel Bd.VII. 

 

（みね ひでき 関西学院大学名誉教授） 



『求真』 第 26 号 2021 年 19 

〈京都学派〉でのシェーラー哲学（倫理学）の受容

をめぐって―覚え書きとして― 
 

岩谷 信 
 
【概要】〈京都学派〉によるシェーラー哲学（倫理学）の受容は、ほぼ同時に移入

されたフッサールの現象学やハイデッガーの存在論の場合と比較してみれば、か

なり不幸なかたちを取った。というのは、当時の日本の強まりゆく国家至上主義

のもとで、「倫理的宇宙」を「国家」以上の「神の国」と説くシェーラーの倫理学

は、方法論的には現象学の「ルーズな理解」に基づき、内容的には〈キリスト教倫

理〉の域を出てはいないと見做されたからである。しかしこの受容の仕方も、彼の

思想の全体像が刊行済みの全集によって明らかになった今日では、肯定されはし

ない。シェーラー倫理学は、「実質的価値」の倫理学ではなくて、むしろ人間的「現

存在」の「連帯性の原理」とその「自覚」を中核とした〈間主体的〉な「実存」の

「倫理学」と解されるべきだからである。現に、〈gut und böse〉について彼の「道

徳的価値」論は、早くからハルトマンやハイデッガーによって、さらには上記の

「連帯性の原理」には一定の評価を与えた和辻によっても酷評されているのであ

る。本稿では、その和辻の主張を吟味するというかたちで、シェーラー哲学（倫理

学）の当時の受容の様の一端を述べてみたい。 

 

【キーワード】三宅剛一のシェーラー理解、存在論と価値論、「道徳的価値」論へ

の諸種の批判」、「倫理的連帯性」の基礎づけ、シェーラーの〈否定の否定〉論 

 

はじめに 
 

問われた事柄、つまりは、「〈京都学派〉でのシェーラー哲学（倫理学）の受容と

展開」に関する回答として、〈京都学派〉研究者の門外漢としての筆者の乏しい教



20 〈京都学派〉でのシェーラー哲学（倫理学）の受容をめぐって 

 

養に照らして、結論だけを最初に述べておくことにすれば、次のようになる。すな

わち、いわゆる〈京都学派〉でのシェーラー哲学（倫理学）の受けとめ方は、諸般

の事情で、賛同の大きな拍手と共にというかたちではなく、むしろかなり冷やや

かなものであって、それほど深くは精査もされず、またそれゆえに哲学や倫理学

の研究者のあいだにも社会的にも大きな影響力を持つことはなかった、と。ここ

で言う諸般の事情とは、具体的には、⑴当時の日本の哲学界ではカントや新カン

ト派の思想やヘーゲル思想やヘーゲル流の弁証法の論理が依然として大きな影響

力をもっていたこと、⑵田辺元の 1924 年の論攷・「現象学に於ける新しき転向」

等に示されているように、シェーラーとほぼ同時に移入されていたフッサールと

ハイデッガーの哲学や、さらにはこのハイデッガーの講義録や著作でのシェーラ

ー批判が注目されていたこと、加えて⑶日本の政治体制の国家主義化が天皇制の

下でいわゆる〈軍部〉の手によって強化され始めていたこと、等々である。 

 

一 
 

 さて、上記の事情を背景にして、問われた事柄をいま少し詳しく検討するため

に、まずは以下の三点を〈研究メモ〉として述べておくことから始めたい。 

 その第一は、シェーラー哲学（倫理学）についての〈京都学派〉の一般的評価は、

思うに、田辺元の『ヘーゲル哲学と弁証法』第六節の三（『田辺元全集』第 3 巻 219

頁以降）に窺えるということである。田辺はそこで次のように述べている。シェー

ラーは、カントとは違って、道徳を宗教の上に据えている、と。また、西田幾多郎

の弟子の一人の三宅剛一もその晩年の著作の『道徳の哲学』のなかで、シェーラー

の説く〈現象学的方法〉とは、フッサールの説く「本質直観」等の諸概念の「ルー

ズな理解」に基づくものであって、その意味では、〈現象学〉とはいうものの、シ

ェーラー独特の〈現象学的方法〉なのだと述べているのである。つまるところ、第

二次大戦以前の日本では、すでにドイツで〈カトリックのニーチェ〉と称されてい

たシェーラーの倫理学は、〈現象学的方法〉を駆使したものとして、確かに新規な

ものであるとはいえ、しかし基本的には〈キリスト教倫理学〉の域を出るものでは



『求真』 第 26 号 2021 年 21 

ないと見做されていたのであり、その評価はほぼそのまま今日に至るまで存続し

ているのである。 

 第二は、しかし、シェーラーの倫理学が〈キリスト教倫理学〉だとは言い切れな

いことは、彼の後期の思想を視野に入れれば、ただちに明らかになるということ

である。現に彼は、詳しくは後述するとして、1926 年の『倫理学における形式主

義と実質的価値倫理学』（以下、『形式主義』と記す）第三版「序言」で、「倫理学

を神の本質や現存とか、神の理念や意志とかについてのらかの前提に基づかせる」

などということは「この著作」における「自らの立場ではまったくない」と言明し

ているのである（vgl. Max Scheler. Gesammelte Werke, Francke Verlag. Ⅱ, 17）。 

 ちなみに、シェーラーの後期の思想も含めて、日本への彼の哲学（倫理学）の紹

介や受容において大きな役割を果たしたのは、やはり西田の教え子の一人の三木

清であった。このことは、『理想』1976 年 6 月の No.493 で篠田一人氏によって詳

しく述べられていて、クレス書房の『三木清研究資料集成』全 6 巻の第 2 巻「翻

訳家の三木清」には、シェーラーが自らの「現象学的方法」を論じた『哲学の本質

並びに哲学的認識の道徳的制約について』を最初に和訳したのが三木だというこ

とも記載されている。しかも三木の関心が、「実質的価値倫理学」だけにではなく

て、「知識社会学」や「哲学的人間学」にも向けられていたことは、シェーラーの

倫理学を〈カントとシェーラー〉という対比で捉えようとした当時の日本人研究

者たちとは違って、彼の思想家としての器の大きさを示していると言われてよい

のである。 

 その第三は、上記の三木清と共に、「京都学派における現象学の受容と展開」を

論ずる際に抜かす訳に行かないのは、広義の〈京都学派〉の一人としての和辻哲郎

のことであり、彼の論文集『人格と人類性』にある「実質的価値倫理学の構想」と

いう論攷（以下、〈構想論〉と記す）のことである（『全集』第 9 巻 401-442 頁）。

というのも、和辻は西田幾多郎の思想から大きな影響を受けた人物であるからだ

けではなくて、和辻の主著の『倫理学』の方法論的格率が〈zur Sache selbst〉だか

らでもある（同書初版の「序言」）。和辻は上記の〈構想論〉で、後述するように、

ハイデッガーの『存在と時間』等の研究を踏まえて、シェーラーの〈実質的価値倫



22 〈京都学派〉でのシェーラー哲学（倫理学）の受容をめぐって 

 

理学の構想〉そのものを否定するのであるが、しかしそれでも和辻は、「人格」や

「全体人格【総体人格】Gesamtperson」や「連帯性の原理」についてのシェーラー

の所論には、「推奨」されるべき多くの考察が含まれているとして、一定の評価を

与えている。和辻は、その主著の『倫理学』第三章で「間柄存在」としての「人間」

論を「人倫的組織」論のかたちで展開しているのであるが、その陳述には、シェー

ラーの説く「連帯性の原理」の展開論や「人格」の生成論の影響が大であることは、

多くの研究者の認めるところである。 

ところで、和辻の上記の〈構想論〉を見落とすことができないと先に述べたの

は、それがシェーラー哲学（倫理学）についての初めての本格的な学術的な批判で

あって、日本におけるシェーラー像やシェーラー研究に今日に至るまで大きな影

響を及ぼし続けているからである。そしてまたそれゆえに、筆者はこの場を借り

て、以前から念頭にあった次の問題を少しく考えてみることを許されたい。すな

わちそれは、和辻も含めて、当時の日本の思想界・言論界に大きな影響を及ぼして

いた〈京都学派〉の哲学者たちが、シェーラーの「連帯性の原理」、つまりは〈共

同体〉とその構成員としての〈個人〉との関係や、〈共同体〉における〈個人〉と

〈個人〉との関係に関わる「相互性の大原理」の思想をどのように理解していたの

かという問題である。というのも、日本の敗戦というかたちで終了した第二次世

界大戦の後に、我が国の報道文筆の世界では、いわゆる〈京都学派〉の大学教授た

ちが日本的な全体主義な国家主義や軍国主義に協力的で迎合的であったとして批

判されると同時に、思想犯として獄死した京都帝国大学卒業の戸坂潤や上記の三

木清たちが一方では多くの人々によって深く悼まれるということもあったのであ

るが、筆者には、この社会現象と上記のシェーラーの「連帯性の原理」の〈京都学

派〉による一般的な理解とはけっして無関係ではないと思われていたからである。 

以下、上述の筆者の疑問を、事態的にはシェーラー哲学（倫理学）の日本での受容

の仕方に関わる問題として、考えて直してみることにしたい。 

 

二 
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 まずは論究の場の開拓も兼ねて、改めてここで和辻倫理学を取り上げ、それを

核にして以下の四点を最初に確認しておきたい。 

 

（一）さて、社会現象としてみても、哲学的倫理学の視座からみても、和辻倫理学

の問題性として今日かならず挙げられるのは、〈道徳的な善悪〉についての和辻の

主張、つまりは「最高の価値は絶対的全体性であり、それへの aspiration（上昇衝

動、熱望）が〈善〉なのである」（『全集』第 10 巻 142 頁）という言明である。ど

ういうことか。 

 まずは順に見ていくとして、和辻はその『倫理学』上巻で、この言明に先立 

って、以下のように述べているのである（【】内の文は筆者の注記。下線部は原著

では傍点である。）。 

 

人間の間柄的存在とはかかる相互否定【他者・社会を否定するとともに他者・

社会から否定されること】において個人と社会とを成り立たしめる存在なの

である。だから人間存在においては先ず個人を立してその間に社会関係の成

立を説くこともできなければ、また先ず社会を立してそこから個人の生成を

説くこともできない。いずれも〈先〉であることはできぬのである。一を見

出した時それは既に他を否定し、また他から否定を受けたものとして立って

いる。だから先なるものはただこの否定のみであるといってよい。しかしそ

の否定は常に個人と社会との成立において見られるのであって、両者を離れ

たものではない。いわばこの否定その者が個人および社会としておのれを現

わしてくるのである（『全集』第 10 巻 107 頁）。 

 

この引用文で和辻の言う「人間」とは、いわゆる〈個体的個別的孤立的な個人〉

としての「人」、つまりは〈我思うゆえに我あり〉の〈我〉としての「人」ではな

くて、文字通りにこの「人」と他の「人」との「あいだ」､「人と人のあいだ」の

ことを謂う。ここで肝要なのは、和辻の言うこの「間柄的存在」としての「人間」

においては、「個人的契機【関係の項】」と「社会的契機【関係それ自体】」とがい
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ずれもその不可欠にして同時的な契機となっていることである。和辻も指摘して

いるように、この主張との関連で識者の誰もが想起するのは、シェーラーが『形式

主義』で、一箇の個別的な「精神的人格」の契機として説いたあの「秘奥的人格 

intimate Person」と「社会的人格 soziale Person」との区別と関係である。だが、し

かし、和辻に従えば、シェーラーの行論においてこの二つの「人格」は、一箇の「個

別的な人格」の、「秘奥的」と「社会的」という二つの「作用」の区別と関係でし

かないのであり、この「個別的な人格」としての「個人」はあくまでも「人」でし

かないのであって、けっして上記の意味での「人間」つまりは「人と人とのあいだ」

を謂うものではないのである。 

言いかえれば、和辻倫理学の説く「個人的契機」と「社会的契機」とは、あくま

でも、一箇の「人」においてではなく、一箇の「人間」において同時的かつまた表

裏一体的な存在であって、存在論上いずれか一方のみが先立つという関係にはな

いものなのである。それゆえに和辻は、この「人間」ないしは「人間存在」のこと

を、上記のように相互否定的に連関する「個人的契機」と「社会的契機」との運動

として、「否定の否定」という言葉でもって言い表している。つまりは、「否定の否

定」とは、「共同性・全体性」の「否定」としての「個人の独立・個別化」をさら

に「否定」して、より深く「共同性・全体性」へ還り行くところの運動として考え

られていて、それをまた和辻は「絶対的否定性が否定を通じて自己へ還る運動」と

称しているのである（同書、140 頁以下）。 

 ところで、このように述べた後で和辻は、「個人」と「社会」との上記の「動的

な否定的連関」としての上記の「人間存在の根本構造」から、周知のように、〈善〉

と〈悪〉を導き出している。すなわち彼に従えば、「共同性・全体性の否定」とし

ての「個人の独立化」の方向が〈悪〉であり、この「個人の独立性・個別性の否定」

としての「共同性・全体性への復帰」の方向が〈善〉なのである。そうして先にも

見たように、「最高の価値は絶対的全体性であり、それへの aspiration（上昇衝動、

熱望）が〈善〉なのである」と和辻は述べ、加えてさらに、「だから古来、神ある

いは全体の権威に対する従順、すなわち個人の独立性の棄却、あるいは愛、献身、

奉仕などが常に善とせられた」、とも言明しているのである（同書、142 頁）。 
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 してみれば、日本の敗戦後に『倫理学』から削除されたとはいえ、「昭和 17 年版

『倫理学』中巻」の中に、「全体性のうち、最も高次にして究極的なるものは、国

家の全体性である」や、「去私没我」や「滅私奉公」やさらには「個人は国家への

献身において己が究極の全体性に還ることができるのである」という類いの言葉

が見出されるのも（『全集』第 11 巻 415 頁以下）、『倫理学』の行論に照らして言え

ば、けっして不自然なことではないと言われてよい。そしてまたあの田辺元の論

文集・『種の論理』にも、「個人の自己否定は却て母胎たる種的基体の永存の為であ

り、この国家奉仕を通じて人類文化に貢献し得るのである」という類いの言葉が

少なからず見出されるのである（『全集』第 7 巻 91 頁を参照）。 

 したがって、その内容が深く東洋あるいは日本の価値観・価値体系の伝統とも

呼応するところのあった和辻や田辺たちの主張が、彼らが帝国大学の高名な教授

であったこともあって、社会倫理学的に言って、当時の日本人の「国民道徳」の形

成や世論に少なくはない影響を及ぼしていたということは、やはりまた言われて

よいのであり、そのことがまた第二次世界大戦の後での〈京都学派〉批判の原因の

一つともなったと考えることも、けっして否定し切れないのである。現に元上智

大学教授の故アンセルモ・マタイスも、『和辻哲郎全集第 11 巻』付録の月報で次の

ように述べている｡すなわち、「この倫理学の徳論が日本人の民族主義的道徳論と

密着しすぎているように思われることです。むろんこれは一つには執筆当時の日

本の社会情勢の止むを得ない影響のためとも思われるのですが…」、と。 

ここでまた筆者の想うのは、〈京都学派〉の人々は、シェーラーの『同情論』第

一部第Ⅱ章 4「一体感」も末尾にある以下の一文をどんな気持ちで読んだのだろう

かということと、シェーラーの炯眼さのことである。すなわち彼は、「同情感情」

の一種である「一体感 Einsfühlung」の生起する場処を、周知のように、「身体意識」

と「ノエシス的・精神的な人格」の意識との「中間」に規定して、「一体感」への

傾向は同時にまた「英雄化と白痴化への傾向である。つまりは精神的人格として

の人間を、その個体的な「典型と理想」をも含めて白痴にする」と述べ、さらに次

のように述べているのである（vgl. Ⅶ47）。 
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最近の出来ごとでいま述べたことの正しさを保証できることといえば、それ

はいわゆる【第一次】世界大戦の経験である。戦争状態というのは、それが

どのようにして、また誰の「責任」ではじまったかは論じないとして、すべ

ての「生命共同体」、すなわち分割できない生命過程のなかで「一つ」に感じ

ているすべての集団と人間たちとをゲバルト的に統一された実在性として

浮かびあがらせる。戦争状態は個人を英雄にする。しかし同時にあらゆる精

神の個体性を過度に麻痺させる。戦争状態は身体的自我の諸状態に対するす

べての配慮をこえて突きすすむ。けれども戦争状態は同時に精神的人格を奪

い、その権利を剥奪する！革命的群集とその運動も同じような全体的熱狂状

態を呈し、そのなかで身体的自我と精神的自我とは、同時に、総体性という

一つの情熱的な生命運動のなかへ落ちこんでいく（ibid.）。 

 

（二）さてまた、先に筆者が、シェーラーの「連帯性の原理」の〈京都学派〉の哲

学者たちの理解に関心があると述べたのは、一つには、上述の社会現象のゆえな

のであるが、それだけではなくて、いま一つ、先に紹介した和辻の『倫理学』の言

明には、今日、哲学的倫理学の視座からみて、理論的にも問題があると言わざるを

得ないからである。どういうことか。 

 まずはこれまた順に見ていくことにして、和辻倫理学が「共同性・全体性」への

方向に〈善〉を観て、「個人の独立」の方向に〈悪〉を観ること自体がなぜに問題

となるのかと言えば、何よりもまずそれは、「個人」と「社会」の両者が、和辻に

従えば、共に〈否定〉の運動として人間存在、つまりは〈関係〉そのものをこの〈関

係の項〉として成り立たしめているものだからであり、またそれゆえに「個人」と

「社会」の間には、存在論上の重要さにおいて差異は見出されないはずだからで

あって、純粋に存在論的な見地に立つかぎりは、両者のどこにも価値の相違はあ

りえないからである。言いかえれば、単なる存在論の立場で言えることは、「絶対

的全体性」とそれへのアスピレーションが「ある」ということだけでしかないから

であるが、しかし和辻はそうは言わない。 

 ここで、この「個人」と「社会」との存在論上の同等性を証示するものとして
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我々の見落としできないのは、第二次大戦後に日本でも流行したあのサルトルた

ちの〈実存主義の倫理学〉とその論理である。というのも、この倫理学は、和辻と

同じく「個人」と「社会」の存在論的な関係を踏まえながらも、和辻とは対照的に、

「間柄関係」としての「人間存在」における、「社会的契機」にではなくて、「個人

的契機」のほうに「倫理的価値・規範の原理」を据えているからである。思想史的

には、周知のように、キルケゴールやニーチェの系譜にある「実存主義」の思想家

の多くは以下のように主張している。人間がその存在においてつねに自己の存在

に関わり、つねに自己の存在の可能性を自由にみずから選択して生きざるを得な

いこと、すなわち人間がつねに自己として生き、自由なものとして生きざるをえ

ないということ、これらは〈人間存在の根本規定〉なのである、と。つまり彼らの

多くは、この見解に基づいて、自分は確かに「社会」のうちに生きるとはいえ、し

かしそのことよりも、真の自己・真の「個人」として生き、真に自由なものとして

生きることこそが大事なのだと考えて、そのことをまた彼らは最高の倫理的価値・

倫理的義務と見做しているということなのである。 

 してみれば、ひとまずここで以下の二点は言われてよい。一つはまず、「個人」

と「社会」という「間柄存在」の「否定の否定」において生きる各人には、この「個

人」と「社会」のどちらを上位に据えるかという点で、誰にとっても「生き方」の

二つの可能性が開かれているということであって、いま一つは、和辻があの「絶対

的全体性」を「最高の価値」とし、それへの「アスピレーション」を〈善〉と言い、

〈あるべし〉と言うとき、彼は、上記の二者択一の場を開拓するだけの単なる理論

的認識の存在論的な立場を超え出て、価値感・価値体系の立場に移行し、彼自身の

価値感に従って〈社会的契機〉の価値を〈個人的契機〉の価値の上位に位置づけて

いるということである。言いかえれば、和辻はあの『倫理学』で、実のところは「人

間」についての彼の精緻な存在論的考察とは無関係に、自らの価値感、（シェーラ

ーの言葉で言えば、個別妥当的な価値序列・個性的な「愛の秩序」）に拠って上記

の〈善〉〈悪〉についての言明を行ったのだということである。このことは、上記

の『倫理学』と同様の大著である『存在と無』の末尾で、「存在論は、自分だけで

は、道徳的立法を立てることはできない」を言明するサルトルの場合にも当ては
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まる（『存在と無Ⅲ』、ちくま学芸文庫、485 頁）。すなわち彼は自覚的に、その存

在論的な研究とは無関係に自らの価値感、価値意識に適った生き方を選択して、

時として世人の話題となっていたあの彼独自の生き方を生きていたのである。 

 したがって、いま一つ、加えてさらに言われてよいのは、このサルトルとは逆

に、〈ある（存在）がゆえにあるべし（当為）というように、純粋に人間存在の存

在論上の構造から上記の〈善〉〈悪〉の区別を導き出している和辻の試みとは、あ

の G・E・ムーアの言う「自然的な誤謬 natural fallacy」の典型となるものであって、

倫理学的には正しくない所作なのだということである。ちなみに、上述のアンセ

ルモ・マタイスもあの付録の月報で、和辻の試みには、「自然的存在 ens physicum

と倫理的存在 ens morale の領域をあまりにも近づけて、両者を混同させる危険を

招く」恐れがある、と述べてもいるのである。 

 なお、この（二）節の内容は、矢島羊吉『新版倫理学の根本問題』（福村書店 1972

年）の第４章第３節〈人間学的倫理学〉の説を参照したことを、注記として述べて

おきたい。 

 

（三）ところでここで我々の見落としできないのは、シェーラーもまた、「存在」

と「価値」を峻別する点において自らの思想と上述の G・E・ムーアの思想とに類

縁性のあることを、『形式主義』第二版「序文」で認めていることである（vgl. Ⅱ. 

13）。つまりは、シェーラーも、上記のムーアと同様に、〈善〉〈悪〉を述語とする

倫理的な価値判断を存在判断から導出する所作それ自体が倫理学的に正しくない

ことに気付いていた倫理学者の一人なのであって、またそれゆえにシェーラーは

その「実質的価値倫理学」において、当時の新思潮の「本質観取」ないしは「本質

直観」という「現象学」的方法に着目視して、〈善〉〈悪〉が述語となる倫理的・道

徳的な価値判断の直証的で客観的な妥当性を基礎づけるという「構想」の具体化

を試みたのであった。 

 しかし、先にも少しく述べておいたように、和辻はシェーラーの上記の試みを

『人格と人類性』中の〈構想論〉で精査し、この試みの持つ多くの難点を精確に指

摘している（『全集』第 9 巻 441 頁以下）。その詳細については措くとして、和辻
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の批判の核心を明確化するためにも、ここでいま一つ我々の見落としできないの

は、シェーラーの説く「道徳的善悪」の概念規定の不備ないしは杜撰さと、それを

めぐっての N・ハルトマンやハイデッガーたちの批判である。 

 周知のように、「道徳的善悪」とは、シェーラーの論敵・カントが規定したよう

に、人格の自己実現のあり方に担われる価値である。このことは、シェーラー自身

も認めているのであって、彼もまた『形式主義』の一節で、次のように述べている。

「善い人格が善い目的を立てる」のであって（vgl. Ⅱ. 34）、「人格の〈意欲〉も、そ

の意欲の問われている当の人格よりもけっしてよりよく gut もよりわるく 

schlecht もありえない」、と（vgl. Ⅱ.499）。しかもこの言明は、シェーラーの「倫理

学的人格主義」の公理の一つともなっていて、彼の説く「道徳的善悪」とは、勝義

にはこの〈gut und schlecht〉という価値群のことを謂うはずなのである。だが、し

かし、またそれゆえに誰しも当惑させられるのは、ほかならぬこのシェーラーが

『形式主義』の「純粋価値論」で、いま一つ、「道徳的善悪」としての〈gut und böse〉

という価値群を提示していることである。 

 この両者の相違と関係は、それでは、彼によってどのように論じられているの

か。さしあたり言われてよいのは、〈gut und böse〉とは、シェーラーが遺稿の『愛

の秩序』で「神の創造した世界秩序の中核」とも称しているあの「普遍妥当的な

ア・プリオリな実質的価値」の高低・正反の「序列」【以下、〈大いなる愛の秩序〉

と記す】に即して一般的に、個々の「人格」の価値意識には関わりなく、規定され

得る価値群であり（vgl.X356）、いま一つの〈gut und schlecht〉とは、上記の遺稿の

『愛の秩序』の冒頭で「或る人の愛の秩序」を捉えるひとは、その或る人を捉える」

とシェーラーが述べた際の「愛の秩序」に即して（vgl. Ⅹ. 348）、つまり、シェーラ

ーが各自の「人格」における「人格性」とも「個別的」な「価値本質」とも称する

「個性的」な「事実的な価値評価と価値先取の組織化された体系」としての「個別

妥当的な価値序列」に即して、規定される価値群だということである。言いかえれ

ば、シェーラーにおいては、各人は、その都度自らの「観取」したあの「普遍妥当

的」な〈大いなる愛の秩序〉も踏まえて自ら「組織化」した「体系」としての「個

別妥当的」な「愛の秩序」を心胸に秘めた存在なのであって、またそうであればこ



30 〈京都学派〉でのシェーラー哲学（倫理学）の受容をめぐって 

 

そ各人はシェーラーによって「人格」と称される存在となっているである。 

 したがって、上記の二つの「道徳的」な価値群はけっして混同されてはならない

のであるが、しかしシェーラーは、この二つの相違と関係には言及することなく、

『形式主義』冒頭の「純粋価値論」で、〈gut und schlecht〉という「道徳的善悪」の

本源的な担い手である「人格」を〈度外視〉したまま、〈gut und böse〉という「道

徳的善悪」について多くを論じているのである。しかもこのことを彼はまた以下

のような理由を挙げて正当化している。すなわち、上記の〈大いなる愛の秩序〉と

しての「普遍妥当的価値と先取連関」を観取し記述することこそが「哲学的倫理

学」固有の課題なのであって、各人の「個別妥当的な愛の秩序」の「形成」や「組

織化」の様式は「倫理学的」には「規制されるべくもない問題」の最たるものだか

らであって（vgl. Ⅱ. 327f.）、「倫理学」はまたそれゆえに「けっして個人の良心を代

理しえないし、また、けっして代理すべきでもない」からである、と（vgl. Ⅱ. 486）。 

 和辻の批判の核心も、つまるところは、「道徳的善悪」の規定のシェーラーのこ

の杜撰さに関わっているのであるが、ここで言われてよいのは、未完の遺稿とし

て刊行されたあの『愛の秩序』で、この〈gut und böse〉と〈gut und schlecht〉とい

う二つの価値群の相違と関係を、あるいはシェーラーが論究しようとしたのでは

あるまいか、ということである。だが、しかし、この論攷は彼の生存中には刊行さ

れなかった。なぜか。思うに、それは、「人格」としての各人が〈神の操り人形〉

ではないことを示すために、上記の二つの価値群の相違と関係をどのように述べ

ればよいのか、シェーラー自身が、適切に答えることができないでいたからに違

いない。そしてまたこの彼の当惑は、「普遍妥当的」な「愛の秩序」と「個体妥当

的」な「愛の秩序」との関係を論じた『形式主義』第Ⅵ章 B2 の「人格と個体」の

箇所にも意味不明としか言い様のない文章が見出されることや（vgl. Ⅱ. 481ff.）、シ

ェーラーが「絶対主義の倫理学」を唱えながらも、実際には彼は徹底した「倫理学

的な相対主義者」なのだという評価の存在することとも、思うに、無関係ではない

はずである。 

 だが、それについては措くとして、和辻のシェーラー批判に戻るために、ここで

指摘されるべきは、人格価値としての「道徳的善悪」が、シェーラーの言う〈gut 
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und böse〉という価値群ではないことを、当時すぐさま指摘したのはＮ・ハルトマ

ンだいうことである。ハルトマンは、これまた大著の『倫理学』の一節で、シェー

ラーの提示した「価値の〈高低・正反〉の序列」に、人間において「生命の価値」

は「精神・文化の価値」なしにも現出しえるが、後者は前者の充実無しには現出し

得ないからして、前者は後者よりも〈強い〉という類いの「価値の〈強弱〉の序列」

をさらに追加して、次のことを指摘したのである。すなわち、それは、シェーラー

のように、より高い価値の実現だけを〈善〉と呼ぶのは不十分であって、我々にと

っての真の〈善〉とは、諸価値の秩序のもとでの〈より高い価値の目的論と低い反

価値の非目的論との総合〉なのだということである。つまり、ハルトマンに従え

ば、〈低い価値を損なわず、同時に高い価値を実現せしめよ！〉というのが真の道

徳的要求でなければならないのである（『倫理学』第Ⅷ章 63 節-g）。この彼の言

葉は、真の「道徳的善悪」である〈gut und schlecht〉とは、各自の「人格性」とし

て、その心胸に宿る「個性的」な〈諸価値の組織化された体系〉としてのあの「愛

の秩序」に、ないしは「良心」に、依存する価値だということを言い換えたものな

のである。 

 さて、いま一人、上記の「道徳的善悪」に関わるシェーラーの不備ないしは杜撰

さを、後に「単なる諸価値のために死ぬ人は誰もいない」と酷評したのはあのハイ

デッガーであった（『ハイデッガー全集』第 5 巻、創文社、122 頁）。しかも、ハイ

デッガーは、この酷評に先立って、ハルトマンが評言した頃とほぼ同じ時期に、あ

の『存在と時間』の「第 10 節」で、次のようにも述べている。すなわち、「フッサ

ールとシェーラーでは、それぞれの問題設定や遂行方法や世界観的態度の点で多

くの相違があるけれども、彼らの人格性の解釈は消極的な点では一致している、

すなわち、それらは〈人格として存在すること〉そのものをたずねる問いを、もは

や立てないのである」、と。ハイデッガーのこの苦言の内容には、上記の酷評に照

らして言えば、思うに、「道徳的善悪」の本源的な担い手にして根基である「個別

的な人格」を「エポケー」したまま進行するシェーラーの〈善悪〉規定の〈作用現

象学〉的な所作も含まれていたに違いない。しかし、その当否については措くとし

て、ひとまずここで確かなことは、上記の言葉が見出される『存在と時間』の内実
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の大半が、シェーラーの「純粋価値論」で無視された真の「道徳的善悪」の主体と

しての「人格」が〈人格として存在すること〉の「実存論的な分析」だということ

である。しかも、この書の上記のハイデッガーの言葉からは、シェーラーのやり残

した「道徳的人格」そのものの「現象学的考察」は自分が遂行してみせるという彼

の自負も感じ取ることができるのであって、またそれゆえに筆者にとって興味深

いのは、まさにそのこと自体が和辻のハイデッカー批判の一因となっている、と

いうことである。 

和辻は『存在と時間』について、「実存論的分析」に終始するこの書には、「人間

存在の時間性」の考察はあっても、それに「相即」する「人間存在の空間性」の考

察が乏しいのだと批判している。和辻のこの思いは、彼の『倫理学』「序論」に登

場するあのレーヴィットの思いとも重なっている。しかし、このハイデッカーの

偏向も、後の彼のシェーラーへの酷評を思えば、それ自体としては、「人格の持つ

精神的個体性の生成と存在」と不可分な「道徳的善悪」の問題をシェーラーがない

がしろにしていることへの批判としては、必ずしも不自然なものではないのであ

る。  

 したがって、ここに自ずと浮かび上がるのは、シェーラーに対するハイデッガ

ーの批判、ハイデッガーに対する和辻哲郎の批判という、三人の哲学（倫理学）者

たちの二〇世紀前半におけるダイナミックな連関である。しかし、この連関を円

環として閉じるためには、思うに、和辻に対するシェーラーの批判も不可欠とな

る。というのも、一つには、シェーラーの哲学（倫理学）に対する和辻も含めた〈京

都学派〉の論評にも重大な見落としや誤解が見出されるからであり、いま一つに

は、それらについて異議申し立てや反論をシェーラーもまたするに違いないと考

えることは許されるからであって、しかもまた上記の見落としや誤解が、そのま

ま、「シェーラー哲学（倫理学）の受容」の仕方の特徴となると考えることもでき

るからである。それゆえ、ここで最後に、その見落としや誤解について少しく述べ

てみることにしたい。 

 

（四）さて、シェーラー倫理学に関して見落とされがちなのは、『形式主義』第三



『求真』 第 26 号 2021 年 33 

版「序文」で彼が自らの信仰上の〈転向〉を公表した際の、先にも引用した以下の

ような言明である。すなわち彼は言う、「倫理学を神の本質や現存とか、神の理念

や意志とかについての何らかの前提に基づかせることなどは、著者にはこの著作

においても一瞬たりとも思い及ばぬことであった」、と（vgl. Ⅱ. 17）。 

それではシェーラーはどのような「前提」を倫理学の基礎として求めていたの

か。この問いとの関連で見落としできないのは、彼が、『形式主義』第Ⅵ章Ｂ4 の

2 の「人格と個体（人格主義と「個体主義」）の一節で、後述する引用文にもある

ように、「秘奥人格」同士の「独特の結合形態」としての「連帯性の原理」の方に

「教会」の「理念と本質」とが基づくと、言明していることである（vgl.Ⅱ503）。言

いかえれば、確かにシェーラー倫理学は〈キリスト教〉的と言われてよいのである

が、しかし彼はその思想の冠冕としての〈見えざる教会〉としての「神の国」の存

立を、同時にまた、「人格神」信仰でもってではなくて、「秘奥的人格」同士の「独

特の結合形態」としての「応答愛」というかたちで現出する「連帯性の原理」でも

って、基礎づけ可能であると考えていたということである。 

しかしまたそれはどういう主張なのか。この点に関して我々の見落としできな

いのは、シェーラーが『同情の本質と諸形態』（以下、『同情論』と記す）第二版の

第Ⅶ章の末尾で以下のように述べてもいることである。 

 

様々な同情 Sympathie と様々な様式の愛との諸形態全体の領域で、宇宙的—

生命的な一体感と、神への愛の内に基礎づけられた無宇宙論的人格愛とは、

言うなれば正反対の極に位置している。この二つの極のあいだに他の形態の

すべての愛が言うなれば段階的に位置している。この段階を登ろうとする人

も、最初の段を踏むまえに次の段を踏もうとするならば、転倒してしまうの

である（Ⅶ. 136）。 

 

シェーラーはこの一文で「最初の段を踏むまえに次の段を踏もうとするならば、

転倒してしまう」と述べている。ここで言われる「最初の段」とは、その詳細は措

くとして、非キリスト教的な「宇宙的—生命的な一体感」としての〈愛〉のことを
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謂い、この〈愛〉とはまた、存在論的に言えば、「相互的な関係」そのものでもあ

る「連帯性の原理」の最基底的な現出形態にほかならない。したがって、上記の引

用文とはまた、シェーラーが自らの倫理学を、キリスト教的な「人格神」を前提に

してではなくて、あくまでも「すべての可能的歴史と可能的共同態との倫理的な

ア・プリオリである」ところの「連帯性の原理」でもって基礎づけようとする決意

表明だと見做されてよいのである（vgl. Ⅱ. 526. Anm. 2）。思うに、この決意は、例

えば、以下の順序の論述にも証示されているのである。すなわち、それは、シェー

ラーが『形式主義』第Ⅵ章 B4 の 4 で、その「全体人格【総体人格】」論を結ぶに

あたり、「かくして我々は社会的統一の最高形式の理念に到達した」と述べた際に

（vgl. Ⅱ. 527）、はじめに、この「最高形式」をなす「個性的・自主的・精神的な個

別人格から成るところの、それと同様な全体人格【総体人格】の多数性のうちなる

連帯的な愛の国という理念」と述べ、それに付加するかたちで括弧に入れて、「全

体人格【総体人格】相互間のならびに個別人格と全体人格【総体人格】との一般に

ただ神のうちにおいてのみ可能なる社会的統一の理念」と述べていることである。

この順序はまたシェーラーの行論においては、『同情論』でのあの「同情の諸感情

の基礎づけ関係」の中で述べられている事柄とも（vgl. Ⅶ. 108ff.）、つまりは､あ

の「宇宙論的一体感」を基盤とした「追感得」や「共同感情」に「基礎づけ」られ

た「普遍的な人類愛（フマニタス）」がさらに「無宇宙論的な人格並びに神に対す

る愛」を『基礎づける』という順序とも、対応しているのである。 

 

三 

 

 ところで、ここで上述の諸点との関連で我々の見落としできないのは、シェー

ラーの説く上記の「連帯性の原理」そのものが、一つには、「純粋な生命共同体

Lebensgemeinschaft」-「欲得社会（利益社会）Gesellschaft」-「精神的諸人格の文化

共同体や国家共同体」-「純粋に精神的な個別的人格そのもの ein geistige Indivi- 

dualperson schlechthin」としての「秘奥的人格」たちの共同体という四種の「社会

的統一態」において、成員同士の、「代替可能な連帯性の原理から代替不可能なる
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連帯性の原理」へと言うなれば自己展開を遂げるものだということであり（vgl. Ⅱ. 

522f.）、いま一つには、この自己展開にはまた、それと並行するかたちで､「無自覚

な自愛 Eigenliebe」→「自己愛 Selbstliebe」→「真正 echt な自己愛」→「宗教的で

真正な自己愛」という、「人間的現実存在」自身の〈自己対象化〉の水準の変化や

「自己集中 Sichsammeln」の深化、つまりは「精神的作用中心の自己自身に関する

意識」の深化という出来事が伏在しているということである（vgl. Ⅴ40. Ⅸ. 34）。 

 しかも、また、加えていま一つ、シェーラーの倫理学において見落としできない

のは、この「人間的現実存在」が、上記の「連帯性の原理」の「相互的な関係性」

を自己の本源的な「根柢」ないしは「基底」とする「存在」にほかならないと考え

られていることである。否、むしろ、そうであればこそ、彼は、周知のように、1926

年の『知の社会学の諸問題』の一節で、以下のことを「知識社会学の最高公理」と

して掲げるのである。すなわち、それは、「各人の持つ、自分がそもそも社会の〈構

成員〉であるという認知 Wissen は､経験的なものではなく、〈ア・プリオリ〉な認

知であって、またそれは、発生的には各自の自己意識や自己価値意識の段階に先

行している」ということである（vgl. Ⅷ. 52）。シェーラーに従えば、つまるとこ

ろ、〈我々〉なくして〈我〉は存在せず、〈我々〉は発生的にはつねに〈我〉より先

立って内容上充実されている」というのが、人間的生の真実にほかならないので

ある。 

 してみれば、いま明らかなのは、〈シェーラーは、カントとは違って、道徳を宗

教の上に据えている〉とも、〈シェーラーの倫理学はキリスト教倫理学の域を出る

ものではない〉とも、かつては評されたのであるが、しかしこれらの言葉には､評

者たちが見落としたと思われることがらに照らして言えば、かなりの修正が加え

られてよいということである 

したがってまた、上述のように、視野を『形式主義』を超えて広げて見るならば、

ここで言われてよいのは、あの和辻哲郎の説く「否定の否定」と同種の論理が、シ

ェーラーの思想にも見出すことができるのであって、その意味では、和辻の『倫理

学』にある以下の言明は、シェーラー倫理学に関する彼の誤解に基づくものでは

あるまいか、ということである。 
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多人格はおのおの一つの作用中心として独立性、個性を有するが、各相互に

独立せる人格がそれにもかかわらず一つになる。この独立性の否定にこそ、

全体性の意義が存する。シェーラーはこの〈独立性の否定〉の意義を充分に

認めなかったために、全体人格【総体人格】を人格共同体として説くに際し

てかなりの混乱に陥っている（『和辻哲郎全集』第 11 巻、101 頁）。 

 

 この一文が和辻の誤解ではないのかという疑念の根拠は、以下のように考える

ことも今日の我々にはできるからである。すなわち、確かにシェーラーは「全体人

格【総体人格】を人格共同体として説くに際してかなりの混乱に陥っている」ので

あるが、しかしこの混乱の原因は、和辻が『倫理学』で指摘している理由もさるこ

とながら、むしろ、「教会」と称する最高の「全体人格【総体人格】」の存立を「基

礎づける」ためのシェーラー自身の二つの試み、つまり、先にも述べたように、「宇

宙的—生命的な一体感」として現出する「連帯性の原理」としての「相互的な関係

性」でもっての「下からの基礎づけ」の試みと、「キリスト教的人格神」信仰でも

っての「上からの基礎づけ」の試みを、彼が整理し切れないままでいたということ

なのではあるまいか。 

しかもまた、「シェーラーはこの〈独立性の否定〉の意義を充分に認めなかった」

という和辻の言葉に対しては、ここで筆者は、それもやはり誤解だと言いたい。と

いうのも、和辻の説く〈否定の否定〉の論理における〈第一の否定〉、つまりは、

「共同性・全体性」の「否定」としての「個人の独立・個別化」が、シェーラーの

説くところの、〈我〉に対する〈我々〉の先在性や、〈我々〉として生きる「生命共

同社会」を「否定」して、「欲得社会」における〈我〉つまりは「自己愛」の人と

して生きることに当たるとすれば、〈第二の否定〉、すなわち「共同性・全体性へ還

り行くこと」としての上記の〈独立性の否定〉のことは、思うに、シェーラーによ

っては『形式主義』第Ⅵ章 BF4 の 2 の「人格と個体」の一節で、以下のようなか

たちで明言されているからである。 
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経済的人格が国家以下的であり、個性的な精神的人格一般の中核が超国家的

であるにしても、それ以上に秘奥的な人格領域の総体は国家外的なのである。

それでも秘奥的人格にとっても根源的連帯性の原理は（この原理は精神的人

格一般に対して妥当するから）妥当するのであり、この事情は、秘奥的人格

が人格としては、人間であるところの感性的＝生命的＝精神的な存在者の成

層的統一の秘奥的な側面における精神的中核でしかないとしても、同じなの

である。それゆえ人間は相対的に秘奥的な人格としてもまた、相対的に秘奥

的な人格としての他の人間との独特の結合形態を所有している。すなわちこ

の場合、秘奥的人格のその都度の個体性とこの人格の価値相異性としての相

違性とがいま一度度外視され、諸々の秘奥的人格が平等にして等価値的と解

されるなら、そのかぎりにおいて秘奥的人格は教会法の主体となるのであり、

しかもまた総じてこの結合の統一性にこそ、それが諸人格の一つの国や全体

の連帯的な救済価値に関係しているかぎり、教会の理念と本質が基づいてい

るのである（vgl. Ⅱ. 503）。 

 

 この引用文冒頭にある「経済的人格」とは、シェーラーにおいては、「秘奥的人

格」と表裏一体の「社会的人格」のことなのであるが、それについてはここでは措

いて、この一文は全体として、シェーラーが、後続する「社会統一態」論の各論に

先だって、つまりは、「生命共同社会」や「欲得社会」、「全体人格【総体人格】」と

しての「精神的諸人格の文化共同体」や、同じく「全体人格【総体人格】」である、

単なる「精神的人格」から「純粋に精神的な個別的人格そのもの ein geistige 

Individualperson schlechthin」へと自己変容を遂げた「秘奥的人格」たちの「連帯す

る愛の国」として「教会」、等の本質的性格を先取りするかたちで（vgl. Ⅱ. 515ff.,535）、

「教会法の主体」となる「秘奥的人格」の「生成と存在」の事情を述べたものなの

である。言いかえれば、上記の一文は、「自己愛」の主体として「欲得社会」を生

きる「秘奥的人格」としての「個別人格」たちが、「宗教的で真正な自己愛」の主

体、つまりは、自己自身の存在を根源的・全体的に対象化して、あらためて自己の

存在意義、人生の意味を思索するに至った「精神的な個別人格」となって、彼らの
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「独特の結合形態」としての「教会」の構成員となる最終的な〈自己変容〉の事情

を、シェーラーが、極めて縮約されたかたちではあるが、それでも『形式主義』で

の他の箇所と比較すれば、幾分詳しく述べているという点で、極めて重要な箇所

なのである。 

 しかも和辻の誤解との関連で言えば、この引用文で肝要なのは、「秘奥的人格」

が「教会法の主体となる」条件として、「秘奥的人格のその都度の個体性とこの人

格の価値相異性としての相違性とが度外視 absehen」されて、「諸々の秘奥的人格

が平等にして等価値的と解される」ことが挙げられていることである。なぜかと

言えば、ここでの「秘奥的人格のその都度の個体性とこの人格の価値相異性」と

は、シェーラーの行論においては、「個人性」の核となり、「人格性」の別称でもあ

るあの「個別妥当的な愛の秩序」の「相違性」のことを謂い、その「相違性がいま

一度度外視される」とはまた、「感性的＝生命的＝精神的な存在者」である自らの

「個人性」やあの「個別妥当的な愛の秩序」の根柢に潜む、「自体愛」から発現し

た「自己中心主義」ないしは「エゴイズム」としての「自己価値意識」そのものを

「幻想」として放棄するという一種の「回心」を意味しているからであって（vgl. 

Ⅶ. 68ff.,107）、その意味では、和辻の言葉で言えば、まさに〈独立性の否定〉にほ

かならないからである。 

してみれば、ひとまずここで言われてよいのは、和辻は上記のシェーラーからの

引用文を誤読したか、そうでなければ、思うに、その背景にある『同情論』と『形

式主義』とを貫く〈総体的問題連関〉、つまりは、西欧近代市民社会として現出し

た「欲得社会」の理念の言うなれば〈相対化〉の試みを考慮していない可能性があ

るということである。そのことがまた、思うに、和辻をして、「シェーラーはこの

〈独立性の否定〉の意義を充分に認めなかった」と言わしめたものに違いないの

である。 

 

結語にかえて 
 

さて、ここで和辻の誤解の内容を上記のように確認できるならば、和辻倫理学と
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シェーラー倫理学のあいだには、統合可能な点が多々あるということも、同時に

確認できるのである。そしてまたその点を探ることこそが、「日本におけるシェー

ラー哲学（倫理学）の受容と展開」の「展開」に当たると言われてよいに違いない

のである。 

 とはいえ、シェーラーの上記の『同情論』の研究は、最近の日本では「医療倫理」

との関係で「共感」論を中心に行われてはいるものの、『形式主義』と『同情論』

との密接不可分な関係を念頭において、「人間関係の根本の理法」としてシェーラ

ーの説く「倫理的な連帯性の原理」の豊かな内実、つまりは〈間主体的〉な「実存」

の「倫理的な連帯性」を研究する試みはけっして多くはない。したがって、その意

味ではその種の研究の遂行は、思うに、我が国におけるシェーラー哲学（倫理学）

研究の「展開」の重要な局面となると言われてよいのである。 
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田辺元「生の存在学か死の弁証法か」における終末理解

―ブルトマンの終末論との比較をとおして― 
 

鬼頭 葉子 
 
【概要】本稿は、田辺元による最晩年の論文「生の存在学か死の弁証法か」をもとに、田辺

が考える「終末」について、ルドルフ・ブルトマンの終末論との比較をとおして明らかにし

ようと試みるものである。ブルトマンにとって終末論は、歴史の未来的終わりではなく、終

末論的な瞬間が現在のあらゆる瞬間のなかに存在するといわれるように、徹底して現在的・

実存論的に捉えられる。またブルトマンの場合、終末のはじまりとしてのイエス・キリスト

への信仰によって、終末論的出来事が現在化するが、他方田辺によれば、人間の実存的決断

が終末を現前させる不可欠の条件である。田辺において、未来の終末可能とその到来の不

確定とは、時そのものの本質的構造に属する。そして終末は刹那であり、また否定的媒介と

して、歴史においては過去否定、未来革新となるが、実存においては死復活の原動力とな

る。死を自らのものとすること、「自己の生命を賭する決死の行」により、終末は現前し、

「自ら肯う」べきものとなる。この終末理解は、終末が倫理的行為の契機とみなされた『キ

リスト教の弁証』における終末論と比べ、社会的実践という観点は退いているが、独自の永

遠理解、空間・時間論と接続されている点で進展をみせている。 

 

【キーワード】終末、終末論、永遠、時間、ブルトマン 

 

はじめに 
 

田辺元は、「終末」という極めて宗教的な概念についていくつかの論文で論じている。そ

の代表的なものの一つは『キリスト教の弁証』（1948年）であり、もうひとつは最晩年の論

文「生の存在学か死の弁証法か」（1962年）である。 

田辺は『キリスト教の弁証』において、自身のキリスト教への関心とそれについての思索

を展開しているが、その中でも終末論は重要な位置を占めている。筆者の見解では、『キリ
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スト教の弁証』において終末論は、人間の社会的実践を可能にする契機と見なされていた1。

『キリスト教の弁証』を執筆した同時期に刊行された『実存と愛と実践』（1947年）にみら

れるように、田辺の関心は社会的実践の可能性にあったことは明白であろう。 

一方、「終末」が登場するもう一つの論文「生の存在学か死の弁証法か」についてである

が、田辺は晩年に至るにつれて、思索の向かう方向を「死」へと変化させている。この論文

は、周知のように田辺哲学においては「メメント モリ」「マラルメ覚書」などと並んで「死

の哲学」とも称されるもののひとつである。ここで田辺はハイデガーの哲学を生の存在学

とみなす一方、自身のそれを死の弁証法と呼び、後者における真理性を主張している。藤田

正勝によれば、本論文を貫いているのは、現代が科学技術のいわば到達点とも言うべき原

爆や水爆に象徴的に示される「死の世紀」であるという意識だという2。また死は単に時代

が共有する問題というだけでなく、個の実存の問題としても捉えられる。藤田によれば田

辺は、死者の生者への愛と、生者の死者への愛を基礎として生まれる「実存協同」を通し

て、死の時代を突破する可能性を見出そうとした、と読み解かれる3。 

田辺は「生の存在学か死の弁証法か」の最後において、「生死を超える実存協同」「単なる

存在でも思考でもない、絶対無即愛の立場における死復活の実践、によって行証」（13.576）

されることの重要性を説く。『キリスト教の弁証』で主張したような倫理的行為の内容や最

終的な社会形態についての具体的提言はないものの、「実存協同」という行為の実践性を重

視する点では、『キリスト教の弁証』と「生の存在学か死の弁証法か」との間に変化はない。

それでは「生の存在学か死の弁証法か」における終末は、どのような意味を持っているのだ

ろうか。 

そこで本論文ではまず、「生の存在学か死の弁証法か」における永遠理解と時間・空間論

について概観し、これらと終末との関係について論じる。また、「生の存在学か死の弁証法

か」において田辺が論じる終末の特徴についても確認する。さらに、「生の存在学か死の弁

証法か」では同時代のキリスト教神学者であるルドルフ・ブルトマン（Rudolf Karl Bultmann, 

1884-1976）の終末論が数多く引用されているが、田辺の終末理解をブルトマンの終末論と

対比することで、「生の存在学か死の弁証法か」における田辺の終末理解の特異性を明らか

にしたい。 
 

1 鬼頭葉子「田辺元『キリスト教の辯證』における終末論と社会的実践の連関についての考察」『宗教哲

学研究』No.37、昭和堂、2020年、82-95頁。 
2 藤田正勝『日本哲学史』昭和堂、2018年、381頁。 
3 同書、382-384頁。 
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一 田辺の永遠理解と時間・空間論 

 

１．１ 永遠の持つ性質 

「生の存在学か死の弁証法か」における田辺の終末概念を理解するためには、彼の永遠

理解および時間・空間論について確認しておく必要がある。「生の存在学か死の弁証法か」

での永遠理解、時間・空間論、あるいは終末理解については、十分な先行研究が確認できな

い。そこでやや冗長とはなるが、田辺の議論に沿って丁寧に確認しておくこととしよう。 

まず田辺は永遠について、三つの性質を挙げる。すなわち、永遠とは無始不生であり

（13.532）、無終不滅であり（13.532）、また永遠の内部には時間の変易性（時間的変易の動

性）が含まれる（13.533）というものである。 

田辺にとって永遠は、時間に制約されたり従属したりするものではないという明確な前

提がある。そのため、もし永遠に「はじまり」があるとすると、永遠が存在しなかった時が

あることになってしまい、永遠がある時、はじまった（つまり時間の中で永遠がはじまっ

た）ことになってしまう。そうなると、永遠が時に制約され、時に従属するものとなってし

まうため、これは永遠をその構造的な観点から否定することになる。よって永遠は「無始不

生」だという。 

一方、「無終不滅」については永遠そのものの性質から直接的に導かれるというよりも、

我々の思考が「可逆的対称性」を求めてしまうという思考の本性に起因して導かれるのだ

と田辺は言う。すなわち、上で述べたとおり永遠は過去方向においては「無始不生」である

が、未来方向について何らかの性質を考えたとき、それは「可逆的対称性」から「無終不滅」

を措定することが座りがよいため、ということになる。つまり永遠の「無終不滅」性とは、

我々の中で「無矛盾性同一性を回復」するために暫定的に置かれる性質である。 

このように我々の思考の本性によって永遠は過去方向には「無始不生」、未来方向には「無

終不滅」という両方向に対称的かつ可逆的な構造をとることになる。このような永遠の構

造（田辺によれば「超越的なる框」）を崩壊させることなく動性、変易性を持った時間を永

遠の中に包み込むことができるというのである。 

 

１．２ 時間と空間 

ここで田辺は、永遠の中に時間を包み込むとはどのようなことであるか、数学的なたと



44 田辺元「生の存在学か死の弁証法か」における終末理解 
 

えを用いて論を進める。すなわち、時間とは異なるものである永遠について空間的なもの

と理解し、永遠をユークリッド空間と仮定してそこに第四の次元としての時間を加えるこ

とが適切かどうか、という問いを提起するのである（13.533）。ユークリッド空間は、性質

としてユークリッド空間内の距離を定義することができる位相的構造（位相空間、距離空

間）を有しており、かつ代数的構造（線形空間、内積空間、ノルム空間）を有している。端

的に言えば田辺の問いは、付加された時間という第四次元が、空間に対して距離を決定す

ることができるのか、時間と空間との間で演算が可能であるのか、ということになる。これ

に対し田辺は、時間は空間の構造契機として空間の形態そのものを規定するような形で入

り込むことはできないはずだから、空間と時間とはユークリッド空間的な関係ではないと

考え、むしろ空間と時間は「対立的統一」として連合を形づくる（13.534）のだと主張する。

ここで田辺は自身の論を補強するため相対論の知見、すなわち「空間と時間とが光速度を

媒介として内面的に制約し合う」という物理学を導入する。 

この相対論の知見からさらに田辺は、時間と空間について論を進める。この世界におい

て空間上の点について考えるとき、いわゆる点（位置があって大きさがないもの）というも

のは、単に幾何学的に三次元座標の一点として理解すべきものではなく（つまり「ここ」と

だけ言うことはできない）、「ここ・いま（Hier-Jetzt）」として認識されるべきであるという

（15.534）。つまり、世界内のある点は、「空間・時間」、すなわち「客観・主体」として観

念論的実在論的立場において、存在論的に自覚されるべきであると主張する（13.534）。こ

こでいう観念実在論とは、空間的に無限に分けることのできるものは大きさがあるが、こ

のような存在について「即今（ここ・いま）」と定義することによって、分けられないもの

として（不可分作用の媒介）認識することを指す。そして、このような空間・時間理解は

「弁証法的」であるとみなされる。 

田辺は空間・時間の関係について、空間の性質からもう一つ重要なことを述べる。空間に

は、多元（「点」「位置」）が同時に
、、、

共存しており、かつそれらは統一されている
、、、、、、、

という（13.534、

傍点筆者）。つまり空間は時間に制約されていることになる。このことは、空間の形態その

ものを即自から対自へと自覚的に変えることになる。この性質を時間の側から見れば、時
、

間の構造の契機として
、、、、、、、、、、

、空間的同時性が含まれている
、、、、、、、、、、、、、

ということになる。 

ここまで、時間と空間との関係について田辺の議論を確認した。田辺は永遠と時間につ

いての議論を、永遠の空間性（厳密には非時間性）に依拠しつつ、空間と時間との議論に引

き継いだ。そのうえで、空間と時間との関係をいったんユークリッド空間と仮定した場合
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の困難を指摘する。そして最終的に田辺は、時間と空間との関係性を「非ユークリッド幾何

学が具体的に妥当する」（13.534）と結論するのである。 

 

１．３ 永遠と時間 

先ほど、空間的同時性が時間の構造の契機であることを確認した。これは時間の内部に

おいては常に妥当する性質であることから、「各現在の刹那の有すべき性格」（13.534）であ

るが、この性質こそが「永遠の象徴となる」と田辺は言う。つまり田辺は、空間と時間につ

いての弁証法的関係から、永遠と時間の関係、しかも永遠と現在
、、

との関係（あるいは現在に

おける永遠について）へと議論を進めるのである。 

永遠と時間とは、「渦動中心の協同態」を形づくる（13.534）という。「時間は永遠の内部

に包み込まれる内在的動性にはとどまらない」、つまり永遠と時間とは単なる包含関係にと

どまらない。これは「永遠の象徴」たる性質を現在が有していることから導かれる。永遠の

側から見れば、永遠が「各現在において自らを分裂させ、自己否定的に裂け目を作って、脱

自的に時間に降下」した、あるいは「永遠が時間を自己に協力させるために、超越から内在

に自己を制限し」ているのである。このような永遠の「降下」「自己制限」によって、永遠

と時間との協同態が実現しているという。ここにキリスト教的なケノーシス理解の影響を

読み取ることは容易であろう。 

以上のことから時間について次の性質が導かれる。すなわち、時間は永遠の持っている

「無始不生」という性質を共有・分有している。また時間は、動性、変異性という性質を保

っているが、この性質が永遠との「開口通路」となるという。田辺はこの時間の性質から、

時間が過去については「既存確定」であるが、未来については「不確定性」を持つ、という

二つの性格を説明する（13.534）。 

すると、時間の未来に対する「不確定性」という性質から、時間が未来において確定的に

「無終不滅」であることが否定される。つまり時間は、未来に向かっては終末可能
、、、、

であり、

かつその終末の到来は不確定
、、、、、、、、、

であるということになる（13.534-535、傍点筆者）。ここで重

要なのは、未来の終末可能とその到来の不確定、という性質は「時そのものの本質的構造に

属する」（13.535）ということである。つまり、後に検討するブルトマンのように、終末論

が宗教史学的に導入されるのではなく、時間の性質の必然として結論づけられるというと

ころに田辺の終末理解の特徴がある。 

この「終末可能」「到来不確定」という未来方向の時間の性質は、過去を規定し、かつ更
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新する役割をはたす（13.535）。つまり、過去が終末に曝されることによって、過去の意味

が変わることになり、時間は永遠の「無始不生」を共有・分有しているにもかかわらず、も

はや過去が「無始不生」という永遠を表現するものではなくなってしまうのである。このよ

うに未来の終末によって過去の意味が変えられるという状況を田辺は、「可能的不確定に媒

介せられて各現在に更新復活せられ」ると表現する。過去の更新復活の出来事は、現在にお

いて繰り返し起こるべきことであるが、これを田辺はキェルケゴールの言葉を用いて「反

復」と呼ぶ。そして、この終末即再興が「反復」的に永遠に置き換えられるゆえ、現在にお

ける「反復」渦動こそ、永遠の象徴となるというのである（13.535）。 

ここまで論じてきて田辺は、改めて永遠の性質を振り返る。当初、永遠について「無始不

生」「無終不滅」と定義し、いったんはその構造的対称性を維持することとした。しかしこ

こに至って、現在という時点から時間の中に立って永遠を眺めるとき、無終不滅は時間の

未来に対する「不確定性」から否定され、無始不生は過去が終末に繰り返し曝されることに

よって否定される。その結果、現在において
、、、、、、

、永遠の性質として措定した「無始不生」「無

終不滅」、あるいは可逆性対称性といった「充実完結」が自己否定的に否定されることにな

る（13.535）。そして永遠は過去方向にも未来方向にも幅を持たず、「現在の刹那」において

象徴的に認識されるべきものということになる。これを田辺は数学的に「時の空間的対称

性可逆性が積分的全体において揚棄され」「現在の刹那における微分的極微振動性が維持さ

れる」（13.535）とたとえている4。 

もし現在が過去と未来の両方向への無限の時間に制約されているならば、我々は自由な

決断をなすことはできない。しかし、永遠の性質が自己否定的に否定されることによって

「無の非存在」があらわれ、「無の非存在」が「存在の裂け目」となって「自由の決断」が

可能となる、と田辺は言う（13.535）。この「自由の決断」は、過去に対する更新において、

また未来に対する行為においてなされる決断の自由を指示しているだろう。 

そして、永遠の自己否定によってあらわれる無が反復されることこそ、「時の成立根源」

であるとされる（13.535）。そして永遠は時の根源として時の動性を保ち、未来の不確定的

解放性を確かなものとする（13.547）。あくまでも永遠が時に従属するのではなく、時が永

遠によって成立させられるのである。この点において田辺の立場は一貫している。しかし、

永遠と時は両者のみで閉じられているものではない。そこには実存も介在する。田辺によ

 
4 このような田辺の時間・空間論、永遠概念について、西田幾多郎の「永遠の今」あるいはパウル・テ

ィリッヒの eternal now と比較することも興味深いが、本論文の範囲を超えるため扱うことができない。 
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れば、個的実存主体としての自己は、時と永遠の統一にとって不可欠である。この個的実存

主体とは、「無の自覚的現成として自ら「無の象徴」となり、必然即自由の決断を行うもの」

（13.535）である。ここでの「必然即自由」は永遠に由来するものであり、この自由の行使

は永遠への服従を意味する。逆にいえば、永遠が「自己否定的に自らを無化して」（15.538）、

実存の自由の決断を成立させ、それゆえに実存を個的実存主体たらしめるのである。 

つまり現在において永遠と実存とはその本性上対立しつつも、互いに協同する関係にあ

る（15.538）。ここでいう協同とは、永遠が自己否定的に自らを無化して実存（個的実存主

体）を成立させる関係と（「神の愛」）、実存が永遠に対して服従し、「自由の決断」「必然即

自由の実現」を行う関係（「神への愛」）という、「交互愛」を指す。この永遠と実存との交

互愛こそ、「時の現成」であると田辺は言う。つまり人間実存は、永遠と時との対立的協同

の主体的媒介となるのである（15.538）。そして、「交互愛」において生まれる「時」におい

て永遠は実存に自らを象徴化する。 

 

二 田辺の「終末」理解 

 

ここまで「生の存在学か死の弁証法か」における田辺の永遠理解、また時間・空間論につ

いて、実存との関係にも言及しつつ確認した。また田辺は、未来の終末可能とその到来の不

確定とは、時そのものの本質的構造に属するとしていた。では時の構造から導かれる「終

末」とは、どのような構造、意味を有しているのだろうか。 

田辺にとって、時の終わりとしての終末は未来の出来事であるが、終末が到来不確定な

未来に置き去りにされることはない。終末は未来に（到来するか不確定なまま）ありなが

ら、現在において意味をなすのである。これも、永遠と空間・時間との関係から説明され

る。すなわち、永遠は時の根源として時の動性を保つが、これは「空間的同時共存的全体性

が時間の契機である」ということに他ならない。このためには、「時間の動性変易性を維持

し、各現在の相違と変転とを保ちつつ、しかもそれぞれがそれに相当する過去未来の現在

における終末論的転換生起の否定媒介をもって、各現在に固有の同時性を成立せしめつつ

立体的に重積せられて同時性の同時性
、、、、、、、

といわれるべきものとなる」必要がある（13.548、傍

点筆者）。つまり永遠の構造から、未来における終末の出来事が、現在の刹那に現前すると

いうのである。これを田辺は「各現在において終末に達」すると捉える（13.548）。ここで

いう終末には、キリスト教神学がユダヤ教から引き継いだ宇宙的破局を迎える終末（つま
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り、田辺が『キリスト教の弁証』において「洗い清めなければならない」と主張したところ

の神話的な終末観）は一切登場してこない（10.115）。むしろ、ヨハンネス・ヴァイス（Johannes 

Weiss, 1868-1914）からブルトマンへと至る「現在的終末論」の系譜との近縁性を強く印象

づけるものである5。 

現在の刹那に現出する終末は、繰り返し起こるという性質と、新たな始まりとしての性

質を有している。これを田辺は「終末即創始」（13.548）「終末即起発」（13.554）「終末即始

発」（13.557）などと表現する。また、終末は過去を否定する。これには二つの側面がある。

すなわち、終末を挟む過去と未来との関係で見るならば「過去の持続と未来の創造とが現

在において交互に否定しあい」否定緊張が生じるが、「その否定緊張が終末的媒介動力」

（13.548）となる6。一方、終末そのものの性質から見るならば「時の否定」であり、「過去

否定」なのである（13.566）7。この過去の否定断絶が緊張的媒介動機となり、終末的媒介動

力となって、未来に向かって革新行為が実現されるのである。これを時間・空間論的に捉え

れば、「空間の無時間的全体性に対する否定契機として、各現在の同時性が終末即創始の微

分的振動において捉えられ、反復重積せられて積分的協同態にまで組織せられる」（13.548）

ということになる。「積分的」とは無限小としての反復がある一定面積を持つまでに重積し

た結果としての全体であり、「微分的」とは時間的な幅を持たない一点、一瞬を意味してい

る。すなわち終末は刹那であり、また終末は「時間の終末的否定即永遠的未来、いっそう具

体的に言えば、過去の否定再興としての未来的革新」「永遠の未来的革新再興」（13.566）で

あり、歴史変革の出発点（13.558）なのである。 

終末は歴史においては過去否定、未来革新だが、実存においては終末が死復活の原動力

となる。「実存協同は絶対無の交互的愛であり、その愛において死復活が実現する。愛にお

ける復活とはまさに絶対無の転換であり・・・すなわちそれは終末論的転換を意味する・・・

進んで自ら肯ふ
、、、、

終末末期が、そのまま直ちに緊張的原動力となって復活に転ずる」（13.543、

傍点筆者）のである。また田辺は次のようにも言う。「人間は自ら選び
、、、、

死んで絶対無に転ぜ

られ、向上反復的に高次の本質的清浄にまで高められて復活せしめられて、自ら
、、

絶対無即

 
5 ただし後述するように、その時間論については、田辺とヴァイス、ブルトマンとでは大きく異なって

いる。 
6 田辺はこの動力について、「時の動性を成立せしむる原理としての動源」とも言っており、この動源は

時が単に未来へと流れていく性質（進行的動性）では不十分であり、「緊張的媒介動機としてぜひとも過

去の否定断絶が必要」であると述べている（13.566）。 
7 「生の存在学か死の弁証法か」の最終稿（第３稿）には採用されなかった補遺４でも、「否定終末」と

いう語が繰り返され、終末の過去否定的側面が強調されている（13.626-627）。 
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愛の象徴となることに依り、存在の根源としての絶対無を顕わならしめ得るのである。一

層具体的にいえば、人間は自己の生命を賭する決死の行を
、、、、、

以て
、、

、永遠を時間化してその持
、、、、、、、、、、、

続を中断する
、、、、、、

ことに依り、かえってそれを存在の動源において再興即更新する。それが過

去劫来の存在持続を終末に導き、新時代の変革を未来に向かって開くところの人間の現在

における革新行為に外ならない。」（13.564、傍点筆者） 

田辺にとって終末は、ただ座して待つものではない。そもそも到来不確定な終末を待つ

ことに意味を見出すのは「神話に属する」ことがらであり、忌避すべきものであろう。終末

は永遠理解、あるいは時間・空間論的に現在において現前しうるものである。田辺にとって

は、死を自らのものとすること、「自己の生命を賭する決死の行」により、終末を現前させ、

終末を「自ら肯う」べきなのである。それは終末が死復活の原動力であり、過去否定として

の無が実現されることをとおして、死復活の媒介となるからである（13.566）。 

ここで「生の存在学か死の弁証法か」における「愛」についても確認しておこう。田辺は、

人間実存は個別単独であり、他に対する排他性と共に協同性を含んでいるという（13.550）。

このことは、敵として対立するものを自己と同様に愛するといった矛盾事態こそが、人間

実存の本質的構造であるともいえる。田辺は、この矛盾をはらんだ状態を「実存の対立的協

同態」と呼ぶが、これが「悪への自由を容す神の愛と、その自由を神の自己否定性としての

愛のために犠牲となし、自らを否定してその敵対対立者のために自己を捧げることにおい

て、神の平等なる愛に貢献し協力するという神への愛」（13.550）を同時に成立することを

可能とするという。つまり、敵を愛するという逆説的構造こそ、実存協同にとって本質的な

ものである。実存は愛敵の構造によって、自己否定を実現して交互協同に参加し、自己否定

を本質とする神を象徴することになる。神の本質的愛は平等に個別実存を愛するものであ

るが、田辺によれば敵を愛することとは、このような神の本質的愛に参加協力することで

あるという。そしてこれこそが、（有限な人間の愛が、直接的に神の本質に加えるべきもの

を有するはずはないにもかかわらず）神を愛するということなのである。すなわち、神への

愛は隣人愛を媒介とすることによって、はじめて象徴的
、、、

に実現されることになる（13.551）。

ここで「象徴的」という理由について田辺は、愛が否定媒介的なものであり、絶対無として

の神の超越が、有限な実存の自己否定的愛に内在する、という無の媒介関係にあるからで

ある、と説明する。これを時間構造の観点から言えば「各現在の刹那が過去と未来との現在

における同時的否定媒介の統一であるとともに、さらに刹那と刹那との永遠における「反

復」が、動的連関の超越的統一を実現しようとすること」（13.551）である。終末は、歴史
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においては過去否定、未来革新の否定媒介的緊張であったが、実存においては時間の中に

繰り返し現れる終末が愛として超越的に統一されるのである。そして、死復活は愛におい

て実現され（13.543-543）、愛の内実（「実存の対立的協同性」「時間的同時性を媒介とする永

遠の動的象徴たる「反復」的協同性」）の根本構造として「死復活」があるのである（13.551）。 

 

三 ブルトマンの終末論 

 

次にブルトマンの終末論についてみておこう。田辺は「生の存在学か死の弁証法か」の中

で、ブルトマンの三冊の著書、『原始キリスト教』『イエス』および『歴史と終末論』8を引

用しつつ、ブルトマンの終末論について高い評価を下している（13.567-568、13-572ほか）。

今日の最も優れたブルトマン研究者の一人であるデイヴィッド・コングドンは、ブルトマ

ンを評して「彼は本質的に終末論の神学者」であり、「終末論はあらゆる神学的問題につい

て彼の考え方を決定する規範、基準として機能していた」9と述べているが、田辺が自らの

終末概念をブルトマンの終末論と対峙させつつ論じたことは、慧眼であったといえよう。 

ブルトマンの終末論については類型論的に「現在的終末論」として、他の神学者の思想と

一括りにされてしまう傾向が強く10、ブルトマンの終末論の全体像について丁寧に論じた論

考は少ない11。そこで、ブルトマンの終末論について田辺の引用した三冊を中心にその全体

像を把握し、そのうえで田辺がブルトマンの終末論をどのように論じていたか確認してみ

よう。 

 
8 田辺は「生の存在学か死の弁証法か」の中で、ブルトマンの三冊の著作（『原始キリスト教』（原著1949
年）、『イエス』（原著1926年）、『歴史と終末論』（原著1957年））について言及しているが、いずれの著

作も終末論について多く論じている。「生の存在学か死の弁証法か」の末尾には「1958年9月6日擱筆」

とあることから、田辺は『歴史と終末論』が米国で出版されて早々に入手していたことになる。このこ

とからも田辺のブルトマン（特に彼の終末論）に対する高い関心がうかがえる。 
9 David W. Congdon, Rudolf Bultmann: A Companion to His Theology, Cascade Books, 2015, p.2. なお、同じ著

者による大部の研究書として David W. Congdon, The Mission of Demythologizing: Rudolf Bultmann's 
Dialectical Theology, Fortress Press, 2015がある。 
10 たとえば次の文献を参照。土居眞俊「現代神學と終末論」基督教研究、第29巻3-4号、1957年、171-
190頁。 
11 Congdonの一連の著作のほか、次の文献を参照。Konrad Hammann, Rudolf Bultmann - Eine Biographie, 
Mohr Siebeck, 2009. Wright, N.T., History and Eschatology, Baylor University Press, 2019, pp.60-63. Minear, P.S., 
‘Rudolf Bultmann’s Intepretation of New Testament Eschatology’, pp.65-82, in Kegley, C.W. ed., The Theology of 
Rudolf Bultmann, Harper and Row, 1966. 本邦の論文としては、吉村善夫がケルナー（Johannes Körner）の

論考を批判的に紹介したシンポジウムの発題記録（「ルドルフ・ブルトマンにおける終末論と歴史」日本

の神学、第2号、1963年、176-180頁）がある。 
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３．１ ブルトマンの終末論の背景 

終末論はヴァイス、シュヴァイツァーら宗教史学派によって再発見された神学概念であ

る。「神の国」は中世以来、地上の教会と同一視されてきたが、カントによって終末論が良

心に内面化され、さらにシュライアマハーやリッチュルによって「人間の文化的達成目標」

とされるに至った12。 

これに対してヴァイスは、『神の国についてのイエスの教説』（1892 年）において次のよ

うに主張した。イエスは近い将来、「神の国」が文字通りの意味で地上にやってくることを

宣言した。そして初期のキリスト教共同体は、この「神の国の到来」という言葉を象徴的に

理解していたのではなく、自分たちが生きている間に救い主（メシア）による治世の到来が

差し迫っていることを純粋に信じた13。その上でヴァイスは、現代の神学者は「古い貨幣を

新しい交換レートで発行しなければならない」14と述べ、新約聖書の内容を現代世界の文脈

で解釈するという新たな神学的課題を提起した。つまりヴァイスは神学者に対し、「地上の

教会と同義としての神の国」でも、「道徳共同体としての神の国」でもない、イエスの時代

の当時の「熱狂」を現代に位置づけて再解釈した形としての「神の国」を描くことを要請し

たのである15。 

ブルトマンは 1905年からマールブルクで学んだが、そこでヴァイスに出会い大きな影響

を受けたといわれている16。ブルトマンはヴァイスの功績について「彼は、神の国がこの世

には存在せず、世界の歴史の一部として成長するものではなく、むしろ終末論的なもので

あること、すなわち、神の国は歴史的秩序を超越したものであることを示した。また神の国

は、人間の道徳的努力によってではなく、神の超自然的な働きによってのみ実現する」17と

述べている。 

ヴァイスの問題提起を引き受ける形で、20 世紀前半、バルト、ティリッヒ、ブルトマン

 
12 近藤勝彦『救済史と終末論―組織神学の根本問題3』教文館、2016年、263頁。 
13 Congdon, Rudolf Bultmann, 2015, p.3. 
14 Johannes Weiss, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, Vandenhoeck & Ruprecht, 1900[1890], S.7. 
15 ヴァイスと同じ宗教史学派に位置づけられるアルベルト・シュヴァイツァーは、終末論を倫理に接続

した。田辺は『キリスト教の弁証』においてシュヴァイツァーを多く引用したが、その終末論にはほと

んど触れていない。一方、後述のとおり「生の存在学か死の弁証法か」においてはブルトマンの終末論

については高く評価する。『キリスト教の弁証』と「生の存在学か死の弁証法か」における時間概念、終

末（論）理解の差異は、後期田辺哲学の展開を理解するうえで重要な鍵となると考えられる。 
16 Congdon, Rudolf Bultmann, 2015, pp.4-6. 
17 Rudolf Bultmann, Jesus Christ and Mythology (Cole lectures, Vanderbilt University, Kent Shaffer memorial 
lectures), Scribner, 1958, p.12. 



52 田辺元「生の存在学か死の弁証法か」における終末理解 
 

らが、終末を黙示録的・将来的なものと捉えない「現在的終末論」を提唱したのである。 

 

３．２ 現在的終末論に関する宗教史的側面からの理解 

ブルトマンは『原始キリスト教』において、原始キリスト教の神学を、ユダヤ教（旧約聖

書）の伝統とヘレニズムの伝統（とりわけグノーシス）のそれぞれから影響を受けたシンク

レティズム的なものとして位置づける。特にブルトマンは、キリスト教の現在的終末論が

グノーシスの思想的影響に由来すると主張する。グノーシスは、キリスト教運動以前に東

洋で発生した独自の宗教運動であり、密儀教団として発展した。グノーシス神話では、この

世界あるいは自己自身からの解放こそが救済であり、このような解放は「本来の自我の身

体及び精神からの崩壊・解消・分裂として、直接終末論的な出来事」18でなければならない

とされる。グノーシスの救済神話の概念はキリスト教神学における「救済」とは大きく異な

るにもかかわらず、「グノーシスの救済神話が、イエスの人格と働きによって送られた救済

を現在として、したがって終末論的出来事を現在に始まっている出来事として理解させよ

うとする概念内容を提供」19した結果、原始キリスト教団は、終末論的出来事についてイエ

ス・キリストの来臨（あるいはイエス・キリストの死と復活）とともにすでに
、、、

始まっている

と理解した。ブルトマンは、現在的終末論の原型を、原始キリスト教によるグノーシスの終

末概念の取り込みにみるのである。 

 

３．３ イエスの終末論 

ブルトマンは 1926 年の著書『イエス』および 1928 年の論文「ヨハネ福音書の終末論」

において、福音書の記述からイエスの終末論を論じている。 

 

３．３．１ 共観福音書におけるイエスの終末論 

ブルトマンは、史料批判の方法である「様式史的方法」を基盤としつつ、ハイデガーの影

響を受けて導入した実存概念をも用いて、新たなイエス像に迫ろうとした。ブルトマンは、

「神の支配」あるいは「神の国」の到来とは「真の将来」であり、歴史内にあるもの（つま

り現在始まっており、将来完成するもの）ではないという。しかし、その「神の支配」は現

 
18 Rudolf Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, zweite Auflage, Artemis-Verlag, Zürich 
und Stuttgart, 1954, S.182（ブルトマン『原始キリスト教』米倉充訳、新教出版社、1961年、208頁）。 
19 Ibid., S.216（前掲書、245頁）。 
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在に介入する性質を有しており、その介入は人格や精神においてみることができるという

20。このような「神の支配」の性質は、死と同様の性質を持っている21。ブルトマンによれ

ば、イエスは人間を、神の将来的行為によって決断の中に置かれている存在22であり、人間

の価値は「ただ人間がその実存のいま・ここにおいてどのように決断するかによってのみ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

決まる」と理解している23。つまり人間とは、「いま・ここ」において決断の中に立ち、そ

の自由な行為によって決断する可能性を有しているのである24。この自由な決断の状況にお

いて「過去とのなだらかな連続性は放棄」される25。イエスの終末論的告知、すなわち神の

支配の到来の宣教と悔い改めの呼びかけの本質は、このようなイエスの人間理解にあると、

ブルトマンは主張する26。「終末論的告知と神の意志の宣教とは実際一つのものとして把握
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

されなければならない
、、、、、、、、、、

。」27ここでの「神の意志の宣教」とは倫理的要請を指す。ブルトマ

ンは、終末論と倫理とは内的連関を有しており、「人格の理想、社会の理想、価値―善の倫

理は一切拒否」されるという。そこで求められる倫理とは、人間が今という具体的状況下で

決断すべく迫られており、それを認識し神へと決断して、自然的意思を放棄することであ

る。「今が決断の時という意味で最後の時
、、、、、、、、、、、、、、、、

」なのである28。 

 

３．３．２ ヨハネが描くイエスの終末論 

ブルトマンは、ヨハネの終末論を引きつつ次のように主張する。一つの歴史的事実に対

する態度決定として、特定の現在、特定の今において、危機が生じる。その危機と結びつい

ているのが、特殊啓示としてのイエスの到来である。その啓示者たるイエスは「言葉が肉体

となった」時以来、「語りかける」存在であり、その「語りかけ」がなされるそのつどの今
、、、、、、

、

この瞬間
、、

こそが、「終末論的今（eschatologisches Jetzt）」なのである。イエスの派遣という歴

史的事実は「両義的事実（ein zweideutiges Faktum）」であり、過去として（すなわちアオリ

ストとして）語ることができると同時に完了的現在として語ることができる。その意味で

 
20 Rudolf Bultmann, Jesus, Deutsche Bibliothek Verlagsgesellschaft M. BH. Berlin, 1929, S.49（ブルトマン『イ

エス』川端純四郎・八木誠一訳、新教出版社、1963年、54頁）。 
21 Ibid., S.52（前掲書、57頁）。 
22 Ibid., S.53（前掲書、58頁）。 
23 Ibid., S.52（前掲書、57頁）。 
24 Ibid., S.52（前掲書、57頁）。 
25 Ibid., S.83（前掲書、90頁）。 
26 Ibid., S.53（前掲書、58頁）。 
27 Ibid., S.119（前掲書、132頁。強調原著者）。 
28 Ibid., S.121（前掲書、133頁）。 
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キリスト教信仰も終末論的に規定される29。そして、終末論的現在に生きる人間の行為とし

て、愛のわざが生まれる。イエスという歴史的事実によって「愛の服従」が可能となり、こ

れが将来への方向づけ、すなわち信仰者の倫理となる30。ブルトマンにとって信仰は「決意

性における将来の先取り」であり、「信仰の決断」は「愛の決断」である。終末論の実存論

的解釈により、イエスの言葉を過去のものではなく今現在の語りかけとして聞くことがで

きる。だから、イエスの愛の戒めは信仰の決断として倫理的行為への促しとして聴くこと

が可能となり、同時にそれは人間を真理と自由へ開くものである、とブルトマンは主張す

る。 

 

３．４ 終末論の宗教哲学的展開 

ブルトマンは『歴史と終末論』において近代以降の歴史哲学を論じつつ、「人間の生を支

配する永遠の法則に対する信仰が崩壊し、それと共に絶対的な善と絶対的な真の観念が崩

れ去った」31という。そして「人間は自律的な存在者」から、「歴史の諸条件によって左右

されるもの」となり、結果としてニヒリズムが生まれた。しかしブルトマンは、歴史の本

質・理念・意味を考察することをとおしてニヒリズムを打ち消そうと試みる32。 

ブルトマンにとって現在は「決断の瞬間」である。この決断は「未来に対する決断」であ

ると同時に、「未来を決定すべき仕方について過去に対して決断すること」であり、過去を

定位する決断である。この決断ゆえ、過去は固定されておらず現在から遡及的に決定され

るという点で「あいまい（ambiguous）」であり、また未来は現在の決断によっていかように

も変化しうるという点で「不確定（open）」である33。これは人間の側から見れば「決断」で

あり、歴史の側から見れば「歴史的状況の持つ性格」であるが、この状況には「過去と未来

との問題と意味が封入」されている34。「歴史性」とは「未来に対する責任」であり、「歴史

 
29 ブルトマン「ヨハネ福音書の終末論」（『ブルトマン著作集11：神学論文集１』土屋博訳、新教出版社、

162-169頁）。 
30 「愛の戒め」についてブルトマンは、特別な倫理的要請があったのではなく、また義務や徳、善、あ

るいはヒューマニズムでもないという。「愛の戒め」は神の意志を行えとの一般的要求であり、神への服

従の問題として理解されるべきであると主張する。Bultmann, Jesus, S.102-111（ブルトマン『イエス』112-
123頁）。 
31 Rudolf Bultmann, History and Eschatology: The Presence of Eternity, Baylor University Press, 2019[1957], p.10
（ブルトマン『歴史と終末論』中川秀恭訳、岩波現代叢書、1959年、14頁）。 
32 Ibid., p.11（前掲書、15頁）。 
33 Ibid., p.141（前掲書、183頁）。 
34 Ibid., pp.141-142（前掲書、184頁）。 
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の進行によって左右されることのない人間の本性」こそが「歴史性」である。そして、「あ

らゆる瞬間は責任の今、決断の今」であり、「歴史の統一」とは個々の人間存在の責任と決

断に基礎を置くのである。しかしキリスト教信仰では、人間存在は歴史的なものであると

同時に、人間は歴史的な決断に前提される自由を持たない存在である。「決断の瞬間」にお

ける自由は「相対的な自由」であり、自分自身によって制限されている。この点で人間は過

去に囚われた「古き人間」である35。これは人間の歴史性、すなわち人間が未来に対して責

任あるものと認識し、真の自己を「常に未来のもの（an ever-future one）」と理解するからで

ある36。しかし「自分自身からの自由」は「賜物」として受け取ることができる。これはイ

エスの語りかけを聞き取ることによって分かたれる神の恩寵である37。この真の自由をもた

らす神の恩寵は、「古き世界」を終わらせる神の行為であり、「終末論的出来事としてのイエ
、、、、、、、、、、、、、

ス・キリスト
、、、、、、

」である。 

ブルトマンはここでパウロとヨハネとの共通点に注目する。すなわち、終末の帰結につ

いては異なる理解を持っていた両者だが（パウロは宇宙的な破局の期待を伴う黙示文学的

終末論を維持していた一方、ヨハネは地上の生が終わった後の個々の信仰者の未来を期待

していた）、終末の始まりをイエス・キリストに措定する点で二人は共通する38。そしてブ

ルトマンはイエス・キリストを、「過去の時代の確立された事実として終末論的出来事であ

るのではなく、繰り返し現存するものとして、説教を通してここでいまあなたやわたしに

呼びかけるもの」として位置づけるのである39。 

このようにブルトマンは、「終末論的出来事（eschatological event）」はキリストへの信仰と

教会での説教において繰り返し出来事となる
、、、、、、

と主張する。これをブルトマンは「終末論的

現在（eschatological present）」と言う。この説教をとおした呼びかけは、信仰の決断を要求

する。すなわち、新しい自己を与えられた者として自己自身を新たに理解するという決断

であり、神の恩寵に基づく新しい生を受け取る決断である。この決断によって、一切の責任

ある決断が愛から生まれるようになる40。 

キリスト者の実存は終末論的存在であると同時に歴史的存在である。ここでいう「終末

 
35 Ibid., p.150（前掲書、195頁）。 
36 Ibid., p.150（前掲書、194頁）。 
37 Ibid., pp.150-151（前掲書、195-196頁）。 
38 Ibid., p.49（前掲書、65頁）。 
39 Ibid., pp.151-152（前掲書、196-197頁）。 
40 Ibid., p.152（前掲書、197頁）。 
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論的存在」についてブルトマンは、「この世界に属さない存在」「歴史を超えた立場」「時と

世界の歴史とが超克されている」とも述べている41。このような終末論的存在であると同時

に歴史的存在であることをブルトマンは「キリスト者の逆説」と呼ぶ。 

あらゆる瞬間は終末論的な瞬間である可能性を持っており、キリスト教信仰においてこ

の可能性は実現される。人は歴史の外に立つことができないゆえ、われわれは歴史の意味

についての問いに答えることはできない。しかし、歴史の意味は常に現在にあり、その現在

が終末論的現在として理解されるとき、歴史の意味は実現される、とブルトマンは言う42。 

以上概観したように、ブルトマンは『イエス』と「ヨハネ福音書の終末論」では、史料批

判を行いつつ福音書から読み取ることのできるイエスの終末論を描き、『原始キリスト教』

では原始キリスト教団が現在的終末論をグノーシス的伝統から受け取ったことを明らかに

した。そして『歴史と終末論』ではこれまでの議論を引き継ぎつつ、さらに終末論の受容史

からブルトマン自身の歴史哲学、宗教哲学までが展開された。 

ブルトマンにとって世界の終わりは、歴史内のことではありえない。しかし、終末論を精

神化・内面化して語ることは誤りであると断じる43。これはまさにヴァイスの神学を受け継

いだものであり、啓蒙主義以来顕著になってきた、終末論の世俗化に対する批判である。 

ブルトマンにとって終末論は、歴史の未来的終わりではなく、実存論的な問題である。歴

史は既にキリストの到来によって開始された終末によってのみこまれているのである。だ

から彼は、歴史の外に人間が立ちうるといった視点をしりぞける。歴史の到達点に立つこ

とも、歴史の外に立つこともできない人間にとって歴史全体の意味は知るべくもない。と

はいえブルトマンはそこで歴史相対主義に陥るのではなく、歴史の意味の問いは別の意味

で問われなければならないという。歴史の主体である人間にとって、あらゆる瞬間は「責任

の今、決断の今」となり、歴史的であるとは未来から生きることを意味する44。歴史の意味

は常に現在にある。終末論的な瞬間である可能性があらゆる瞬間のなかにあるといわれる

ように、現在が終末論的現在として理解されるとき、歴史の意味が実現されるのである。こ

のようにブルトマンは徹底して現在的・実存論的な終末論をとっていると考えられる。こ

れはヴァイスによって提起された問いである、現代における終末論の意味についてのブル

 
41 Ibid., p.153（前掲書、198-199 頁）当該部分はブルトマンがエーリッヒ・フランクの著書 The Role of 
History in Christian Thoughtから引用している。 
42 Ibid., p.155（前掲書、201頁）。 
43 ブルトマン「ヨハネ福音書の終末論」（『ブルトマン著作集11』、162頁）。 
44 Bultmann, History and Eschatology, p.143（ブルトマン『歴史と終末論』、186頁）。 



『求真』 第 26 号 2021 年 57 
 
トマンなりの回答といえる。 

 

四 田辺の終末理解とブルトマンの終末論 

 

次に、田辺の終末理解についてブルトマンの終末論と比較しつつその特徴を考えていこ

う。 

 

４．１ 時間理解 

キリスト教神学において、将来到来するもの（パルーシア）としての「終末（apocalyptic）」

と、現在における終末（エスカトン）の現実化に関する神学としての「終末論（eschatology）」

は、カール・バルト以降、厳密に使い分けられてきた45。 

ブルトマンの場合、新約聖書の記者たちがユダヤ教経由でキリスト教に導入された宇宙

論的破局的終末について言及しつつも、キリスト教史的観点とブルトマン自身の「非神話

化」的立ち位置からこのような終末を棄却する。すなわち未来において到来する終末は無

意味化され、現在という時はカイロス的な意味ではなくクロノス的な意味で「中間時」とみ

なされる。そして現在に立つ実存は、教会における説教をとおして与えられる、終末の始ま

りとしてのキリストへの信仰により、真の自由に生きることができるのだという。この「終

末論的現在」においては、歴史の終わり（すなわち歴史の外）にある終末は影を潜め、「終
、

末論的出来事としてのイエス・キリスト
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」と実存との関係のみが関心となる。ブルトマンに

とって時間とは直線的であり、空間も時間との制約関係にはなく、しかも過去に生きたイ

エス・キリストが歴史的かつ終末論的に実存の過去と未来の意味を決定するのである。 

このように、ブルトマンの思索が終末論的
、、、、

であり過去のキリストが現在の実存と関係す

るのに対して田辺は、「生の存在学か死の弁証法か」において、未来の到来不確定な終末そ
、、、

のもの
、、、

を刹那における実存とのかかわりとして論じている46。田辺にとって終末は、時間の

未来方向における不確定性に由来する。すなわち田辺は終末を時そのものの本質的構造か

ら説明するのである（13.535）。田辺のように、終末を宗教史学的にではなく時間・空間論

と関連づけているのは、20 世紀の神学者・宗教哲学者であるパウル・ティリッヒ（Paul 

 
45 Cf. Congdon, Rudolf Bultmann, 2015, pp.7-8. 
46 田辺は『キリスト教の弁証』においては一貫して「終末論」を扱っており、「終末」そのものについ

てはほとんど論じていない。鬼頭前掲論文参照。 
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Johannes Tillich、1886-1965）を除いて他に例はないといってよい。その点で田辺の永遠理解、

空間・時間論に関連づけられた終末論は極めて独創的であり注目に値する47。田辺は時間と

空間との関係について、「非ユークリッド幾何学が具体的に妥当する」（13.534）と述べてい

ることからもわかるように、時間単独で直線的に存在するものとは理解していない。相対

論の結論にしたがって、空間と時間とを制約関係的なものとして理解しており、両者は線

形的関係にはない。だからこそ、未来における到来不確定な終末が刹那において「反復」

し、過去を否定し未来を革新するのである。しかし、終末そのものが実存を規定するのでは

なく、実存の決断として過去劫来の存在持続を終末に導くのである（13.564）。田辺は「終

末論」と「終末」の差異を理解しつつ、自らの宗教哲学としての「終末」を論じている。 

 

４．２ 歴史理解：宗教と宗教史の位置づけ 

以上のような時間理解は、両者の歴史理解の差異ともつながっている。田辺は「終末」と

いうキリスト教神学の用語を用いているが、キリスト教神学において「終末」が含意すると

ころの一回性は考慮しない。田辺は実定宗教の歴史や思想史から自由に自身の哲学を展開

しようと試みている。それは実存が死復活において過去の転換を自覚することにより、自

ら終末を意識することが可能であるという田辺の終末理解にも表れている。田辺にとって

過去は否定革新されるべき伝統であって、終末は歴史性を帯びたものではない。あるいは

田辺は、宗教の歴史そのものが終末によって否定革新されるべきであると考えていたのか

もしれない。 

一方、ブルトマンは、実際の宗教の歴史において生じた、諸宗教の思想に依拠しつつ自ら

の終末論を展開している。これに対し田辺は、ブルトマンのような「歴史主義的終末論」は

「未来可能性に偏して自らの主体的実存に依る現在の信仰決断的現実性が不足する」

（13.572）と批判する。ただこの批判については、ブルトマンがキリスト者の実存を単に終

末論と捉えておらず、終末論的かつ歴史論的
、、、、、、

と理解していた点を田辺が考慮していないよ

うにも見える。同様に、「イエスの死復活に対する主体の信仰」は最終的には霊的観念論か

神話に陥るという批判（13.572）も、ブルトマンからすれば組織神学的に教会論あるいは聖

霊論として論じるべき問題となるのかもしれない。この点は、ブルトマンが「非神話化

（Entmythologisierung）」というときの神話理解と田辺の神話理解の差異とも言えるだろう。 

 
47 ティリッヒの終末論については、鬼頭葉子『時間と空間の相克: 後期ティリッヒ思想再考』ナカニシ

ヤ出版、2018年参照。 
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４．３ 終末と実存の関係 

最後に実存と終末との関係について整理しておこう。ブルトマンの場合、終末のはじま

りとしてのイエス・キリストを信じる信仰によって、終末論的出来事が現在化する。他方、

田辺は、実存の決断が終末を現前させると理解する。この点はブルトマンの終末論には見

られない特徴である。田辺にとって終末は否定媒介的動力であり、死復活の原動力たり得

るものである（13.543）。だからこそ自身の自由の決断によって「永遠を時間化」（13.564）

することで終末を「自ら肯う」べき（13.543）である。 

さらに田辺は、死復活―愛―実存協同の関係について端的に次のように述べる。「自己の

復活は他人の愛を通じて実現」される。すなわち「生者にとってその死後にまで不断に新た

にせられる愛が、死者に対する生者の愛を媒介にして絶えずはたらき、愛の交互的なる実

存協同として、死復活を行ぜしめる」（13.574-575）。ここで死復活を可能とする転換媒介こ

そ絶対無である。「その愛における復活はまさに絶対無の転換に他ならない」（13.543）ので

ある。終末は過去否定と未来革新の結節点であるが、この転換媒介も絶対無である。田辺は

この終末論的転換を、「個々の微分的動源」が「無として「無の無」たる絶対無に統一せら

れ、これを根源として無の協同を形づくり、消滅即生起の転換を成立させる」（13.560）と

説明する。 

田辺にとって終末は自ら肯うべきものであるが、死もまた同様である。それは「人間は自

ら選び死んで絶対無に転ぜられ、向上反復的に高次の本質的清浄にまで高められて復活せ

しめられて、自ら絶対無即愛の象徴となることに依り、存在の根源としての絶対無を顕わ

ならしめ得る」（13.564）のであり、「絶対無即愛の立場における死復活の実践」（13.576）こ

そ終末に臨んだ実存が自ら決断して選択すべき革新的な未来だからである48。 

終末は過去を否定し革新的な未来へと向かう契機となるが、終末と社会的実践とは直接

的に結びつくものではない。また、「生の存在学か死の弁証法か」で論じられる実存協同は、

『キリスト教の弁証』で目指された社会的実践のように、共同体の中において、いかに社会

 
48 田辺は実存協同の事例としてカトリックの「聖徒の交わり」を挙げる（13.542、13.576）。田辺は「（生

者と死者の）両者の交互愛を通じて、生者が死者の清浄に感応し媒介的に浄化せられて、生死を超ゆる

聖なる道交における実存協同を為すという意味であろう」（13.542）というが、死によって霊魂が罪の汚

れから浄められる、あるいは生者と死者が協同関係にあるというのは、カトリック教会に限定された神

学であり、かつ極めて神話的な理解である。この点は「神話性から洗い清める」という田辺の一貫した

宗教哲学が徹底されていないようにも見受けられる。 
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を変革していくかといった具体性を明らかにするものではない。また愛によって生まれる

実存協同が死復活に由来し、死復活の実践こそが田辺にとって目指すべき形であるが、「死

復活の実践」の共同体における具体的な姿は描かれていない。しかし「死復活の実践」は生

者と死者との交流、すなわち愛に基づく行為であり、死復活の原動力たり得る終末を自ら

肯うことが目指されるとすれば、終末は間接的な意味で愛の実践を促すものと言えるだろ

う。 

 

結 

 

ここまでブルトマンとの比較もしつつ述べてきた田辺の終末観について、その特徴を再

度確認しておこう。まず田辺は、神話を用いない形で、「終末論」ではなく「終末」そのも

のを論じることに成功している。『キリスト教の弁証』では、現在の時間がいずれ終末に達

し、終末時には因果応報的に死後の生が決定されるという見方を「神話に堕する」理解であ

ると批判しつつ（10.115）、終末そのものについて論じることは避けていた。しかし、「生の

存在学と死の弁証法」において田辺は、終末を自身の時間論に位置づけることで、この問題

を解決しているように思われる。また田辺の終末理解は、宗教史理解や宗教思想理解とも

密接にかかわっている。田辺はキリスト教神学から「終末」という語を借りつつ、キリスト

教史あるいはキリスト教思想史的観点から帰納的に論じることを徹底して避けている。た

だこの点については、ブルトマンに対する批判の妥当性も含め、議論の余地があると思わ

れる。さらに田辺にとって、永遠の時間への降下としての終末は実存の決断を不可欠の条

件としている。田辺は当時の時代状況に対し極めて悲観的な評価をしているが（13.546）、

この死復活の実践こそ「死の時代」に為すべき行証（13.576）と考えていた。ゆえに死復活

の原動力たり得る終末を自ら肯うことは間接的な意味での当為である。 

最後に、田辺の終末理解とブルトマンの終末論の両者に共通して批判すべき点を述べて

おきたい。第一に、両者の終末観（終末論）はどちらも政治性を欠いており、不十分である

点があげられる49。終末は共同体の出来事として記述されてきた。また終末論の背景には社

会の不正義に対する怒りがあり、終末にまつわる神話には社会正義の実現が描かれる。そ

 
49 N.T.ライトはブルトマンの終末論に対して、ルター派の二世界論的神学を継承しており、かつ（『歴

史と終末論』において自身が批判した）新カント主義的観念論に陥っていると批判する。N.T. Wright, 
History and Eschatology: Jesus and the Promise of Natural Theology, Baylor University Press, 2019, p.61 



『求真』 第 26 号 2021 年 61 
 
の意味で終末及び終末論は、共同体的・政治的な性質を持っている。ブルトマンの宗教史学

的立場に立つならば、ブルトマンの終末論がヨハネ黙示録に代表されるような政治性50を欠

いていることを指摘できるし、田辺のように終末を過去否定かつ未来革新と捉えるならば、

なおさらそこに政治性が介在しない理由を問わざるを得ない。 

また第二に、両者の終末論における「終末の切迫性」の欠如も、問題点として指摘できる

だろう。ブルトマンはイエスやパウロ、そして初代教会の人々が終末について切迫感を持

って宣教し、また終末を切迫したものとして受容したことを明らかにする。しかし終末の

遅延に直面した教会は、終末を無限遠へと遠ざけ、自らの立ち位置をクロノス的な意味に

おける「中間時」と定位し、教会自身を終末の実現とみなした。ブルトマンは、この「中間

時」理解を自らの終末論としてそのまま受け入れるが、切迫する終末を捨象してクロノス

的「中間時」を採る理由は明確ではない。一方、田辺にしても同様の問題を抱える。終末は

切迫して到来するものと捉えられてはいない。死復活の「死」は「死する実存」に由来し

（13.542）、その死復活は終末の否定的媒介が原動力となる。田辺の観念実在論的死復活

（13.544）は、単に観念論としてではなく実在論的であることは田辺自身が指摘するとおり

である。また、田辺がカトリックの「聖徒の交わり」を例に挙げつつ死者と生者との実存協

同について言及する（13.542）ことからも、田辺哲学における死が単なる観念論ではなく、

実存の生物学的な死と地続きであることを示している。さらに田辺は、「死の弁証法」をほ

かにして、弁証法が実在論化される道はないと論じるが、ここでの弁証法とは死の主体的

自覚であるという（13.561）。死が主体的に自覚される理由は、死が実存に迫り来る存在で

あること以外にあるだろうか。人間の死は、いつ訪れるかは不確定なものの、その時は確実

に切迫している。とすれば、未来の不確定における終末を永遠の構造から現前させる田辺

の終末理解においても、その終末が実存の死と類比的に自覚されるとすれば、その終末も

また切迫するものと考えるべきではなかったろうか。 

批判点はあるにせよ、田辺がブルトマンの終末論に触発されつつ独自の論考を為したこ

とは間違いがない。そしてこの終末理解は、終末が倫理的契機とみなされた『キリスト教の

弁証』における議論と比べ、独自の永遠理解、空間・時間論と接続された終末理解を展開し

ている点で、思想的進展がみられる。本稿では紙幅の都合で「生の存在学か死の弁証法か」

 
50 ヨハネ黙示録の政治性については次の文献を参照。佐竹明『現代新約注解全書 ヨハネの黙示録：

上巻－序説－』新教出版社、2007 年。田川建三『新約聖書 訳と註 第七巻 ヨハネの黙示録』作品社、

2017年。 
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の終末理解と『キリスト教の弁証』におけるそれとの比較論考や、倫理への接続に関する検

討はかなわなかったため、今後の課題としたい。 

 

※田辺からの引用については『田辺元全集』全 15 巻、筑摩書房、1963-1964 年を用い、引

用に際しては（巻数．頁数）の形で当該箇所を示した。 
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アリストテレス『デ・アニマ』の日本における受容

―ペドロ・ゴメスと出隆の霊魂観を中心に― 
 

廖 欽彬 
 
【概要】アリストテレスの『デ・アニマ』は、16 世紀末にイエズス会士ペドロ・ゴ

メスが書いた日本のコレジヨの教科書『イエズス会日本コレジヨの講義要綱』の紹

介を通して、神学的な面貌をもって現れた。『デ・アニマ』が本来もつ理性と意志

の位置づけ・区分が不明確であるという問題は、ゴメスの神学的人間学の実践論体

系の中で、明確な説明を得た。このような神学的霊魂論は日本における禁教の関係

で、ただ仏教思想との論争にまつわる史料にその姿を留めるだけであり、広範に実

質的な思想的影響をもたらすことはなかった。『デ・アニマ』は 20 世紀にいたっ

て、アカデミズムにおける出隆の純哲学的な研究と啓蒙により、一見純学術的な面

貌をもって現れ、知識界に広範な影響力をもった。しかし、出隆のギリシャ哲学・

霊魂観・人間学の研究は、当時の政治・歴史・思潮などの要素の影響によって、当

時の思潮を反映した哲学としての面を持たざるをえなかった。出隆の『デ・アニマ』

の能動的理性に対する解釈は、時代が要求する哲学の実践論の方向性を反映してい

た。 

 

【キーワード】『デ・アニマ』、ペドロ・ゴメス、神学的人間学、出隆、実践論、能

動的理性 

 

一 序 
 

 16 世紀末、イエズス会士ゴメス（Pedro Gómez, 1535-1600）は、日本布教事業の

ために『イエズス会日本コレジヨの講義要綱』（1593 年ラテン語・1595 年日本語、
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以下『講義要綱』1と略記する）を編纂した。アリストテレスの『デ・アニマ』はこ

のイエズス会教育における日本コレジヨの学生の教科書の中で、神学的な面貌をも

って登場した。20 世紀に東京帝国大学哲学科で教鞭をとった出隆（1892-1980）は、

日本を代表するギリシャ語ギリシャ哲学の専門家である。彼は『ギリシャ人の霊魂

観と人間学』（1935）においてギリシャを代表する三人の哲学者ソクラテス・プラ

トン・アリストテレスの霊魂観を検討し、1930 年代の日本哲学の人間学に応答で

きる実践論を構築しようと試みた。前者は東洋と西洋の宗教（キリスト教と仏教）

の対立と衝突および布教戦略でのアリストレテスの霊魂観のあり方を示すもので

あり、後者は西洋の哲学人間学および当時の日本思潮の影響下でのギリシャ哲学研

究としての様相を呈している。 

一見何の関係もないように見える二つの『デ・アニマ論』受容の脈絡は、霊魂（理

性）の能動性の上において、異なった目的を持ちながら交差することになる。同じ

ように霊魂の能動的理性に焦点をあてながら、ゴメスは神学の宣揚に力を尽くし、

出隆は実践論の尺度を探求する。換言すれば、両者は同じく能動的理性の重要性を

強調しているが、ゴメスは『デ・アニマ』を踏まえて自らの神学的人間学の実践論

を唱えたのに対して、出隆は『デ・アニマ』において能動的理性と行動との関係を

探り、ある種の実践論を見出そうとした。ただし、出隆の試みは、アリストテレス

哲学の超越的形相主義の傾向性のために、実践論の構築に思索の糧を提供するには

至らなかった。以下では、両者の霊魂観の検討を通して、日本における『デ・アニ

マ』受容のあり方を見ていきたい。 

 

二 日本における『講義要綱』登場の二つの背景 
 

 『講義要綱』の第 2 部「霊魂論」（第 1 部「天球論」・第 3 部「神学論」）につい

 
1 以下での引用はすべて尾原悟編『イエズス会日本コレジヨの講義要綱』Ⅰ、教文館、1997 年

により、（『要綱』ページ数）の形示す。このテキストには当時の日本語写本もあるが、本稿

ではゴメス本人の思想を明らかにすることを目的とするために、あえてラテン語写本の現代

日本語訳を用いる。当時の簡略化された日本語写本だけに頼ると、当時の思想状況を全面的

に把握することは困難であるように思われるからである。 
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て検討する前に、まずザビエル（San Francisco Xavier, 1506-1552）・ヴァリニャーノ

（Alessandro Valignano, 1539-1606）からゴメスにいたるイエズス会の布教事業とそ

の神学院教育の歴史背景について概述しておきたい。ザビエルは、1549 年に日本

布教を開始し（日本のキリスト教時代の始まり）、日本人が礼節・名誉を重んじ、

貧困を恥じず、理性的傾向を備えており、優秀なキリスト教徒となる可能性がある

と高く評価した。こうした評価は後の宣教者たちにも継承され、「適応主義」の布

教方式を育み、ヴァリニャーノとゴメスの布教・教育事業の中に具体的に結実した。

宣教者が日本の風土・文化に対して取った開放・吸収的態度からは、その開明性を

見ることができるが、ただ仏教に対してのみは徹底的な批判的態度を取った2。 

 このヴァリニャーノ以来の仏教に対する敵対的な態度にもかかわらず、『講義要

綱』の日本語訳者であるペドロ・ラモン（Pedro Ramón, 1555-1611）は仏教漢語の概

念をもちいて翻訳を進めることから完全に免れることはできなかった3。しかし、

川村信三は、これはキリスト教と仏教の間の思想的衝突であるとする。彼は、『講

義要綱』の校注・解説者である尾原悟が日本におけるキリスト教を受け入れる思想

的土壌（仏教を指す）に目を向けていないことを指摘し、『デ・アニマ』の日本語

版にラテン語版にはない付録「アニマ ラシヨナルノ正体ハ不滅ナリト云事」（全

十三条）があることは、「適応主義」に基づく布教方式であり、当時の日本人がキ

リスト教の教義を受け入れる際に既に持っている現地の信仰に向けて書かれたも

のであることを示している4。川村はこの付録の第 8 条「デウスノホロヒテンシア

ヲ以テ、アニマノ不滅ヲ顕ス事」（『要綱』227）がキリスト教と日本仏教思想（禅

宗の空無・天台の本覚・浄土宗の絶対他力）の対峙を最もよく代表するものである

 
2 桑原直己「ペドロ・ゴメスによる『霊魂論』の位置―anima 論の展開とキリシタン時代にお

ける日本布教の文脈の中で」『倫理学』第 32 号、2016 年、8-12 頁参照。豊臣秀吉が 1587 年

に「バテレン追放令」（部分的禁教）を発布して以後のキリスト教の活動状況については、紙

幅の関係上本稿では扱わない。 
3 ジラール・フレデリック「ペドロ・ゴメスの『講義要綱』の和訳（1595 年）と日本の宗教」

『東洋の思想と宗教』第 28 号、1-53 頁及び「『講義要綱』の和訳の問題点―日本に於ける初

めての西洋哲学受容と土着信仰に適応の試みに着目して」『東洋研究』第 192 号、2014 年、

149-165 頁参照。例えば、『講義要綱』第一巻には、罪業・癡惑深重・俗諦・真諦・分別覚知・

六根・色身・一切有情などが出てくる。 
4 川村信三『戦国宗教社会＝思想史』知泉書館、2011 年、92-95 頁参照。 
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と指摘する。神は人間の死後の永遠不滅の霊魂（実体存在であり、空無に非ず）に

対して賞罰を与えるために、人間のこの世での倫理行動を指導することになり（善

におもむき、悪を避ける）、「山川草木悉皆仏性」・「悪人正機」のもたらす無倫理行

動に取って代わる5。筆者は川村の主張する西洋のキリスト教と東洋（日本）の仏

教の対峙という観点は、ゴメスの霊魂論に対してマクロな比較思想研究の視野を提

供してくれるものであると考える6。 

 前掲の桑原論文は川村の研究の延長線上にあるということができる。この研究は、

本論に対して極めて重要な導きを与えてくれるものであり、イエズス会に至るまで

の西洋の霊魂論におけるゴメスの霊魂論の位置（ちょうど川村の不足を補うもので

ある）および 16 世紀戦国時代の日本における布教の文脈の中での意義を論じてい

る。アリストテレス霊魂論の問題点（理性の位置付けの曖昧さ）・アヴィセンナ（980-

1037）とアヴェロエス（1126-1198）の霊魂論の対立・トマス（St. Thomas Aquinas, 

1225-1274）の霊魂論解釈そして霊魂論の日本における発展などの諸点から見て、

ゴメスは全面的にトマスの霊魂論（能動知性内在説・照明説的な認識論）を採用し

ており、イエズス会の日本における仏教と対抗しようとする布教策略に合わせて、

天台の本覚思想・浄土の他力思想における倫理的なジレンマに向けて、特に「倫理

主体」としての霊魂不滅の意義を強調している（この点については川村の論点を援

引している）。 

 以上のことから筆者は、現在までの研究はほとんどゴメスの論じた霊魂不滅の歴

史的脈絡及びその時代的特色を巡るものであり（川村・桑原・川合恵生）7、未だ理

性的霊魂において論及される知性と意志の間の関連およびその実践的意義（例えば

神に対する愛・隣人愛によって生じる殉教・自己犠牲の問題）については論じられ

 
5 川村前掲書、142-146 頁参照。 
6 この点に関する研究を発展させたものとしては、川村信三「『耶蘇会講義綱要』（1595 日語

版）中的「霊魂不滅」難題」『西学東漸研究』第 7 巻、北京商務印書館、2018 年、229-243 頁

参照。 
7 川合恵生の「キリシタン時代における「魂の不滅性」について―ペドロ・ゴメスの『デ・ア

ニマ注解』研究」（『東京女子大学紀要論集』第 70 巻第 1 号、2019 年）も、川村及び桑原の立

場を出ていない。やや異なる論点としては、川合はゴメスが「可能的（潜在的）知性」と「能

動知性」の部分の解説に力を費やしていることを強調している。それはまさにその霊魂論の

特色である。 
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ていないものと考える。次節では、ゴメスの「霊魂論」における知性と意志の二つ

の概念の検討から出発し、神義論・霊魂不滅論および犠牲の倫理論を検討すること

によって出隆のアリストテレス霊魂論の実践的意義の欠乏を明らかにしようとす

る思考策略に対応したい。 

 

三 神学的人間学の実践論―知性と意志からの探求 

 

１ 三種の霊魂およびその能力 

 前述のように、『講義要綱』は主に「天球論」・「霊魂論」・「神学論」から構成さ

れる。「霊魂論」はゴメスがアリストテレス『デ・アニマ』を起点として、トマス

の『デ・アニマ註解』に依拠しつつ撰述した講義録であるということができる。ア

リストテレス『デ・アニマ』はイエズス会の布教を通して、ある種の「神学的人間

学」（Theological Anthropology）としての容貌をもって、16 世紀末の日本コレジヨ

の哲学課程の内に導入された。その背後には、イエズス会士と日本仏教思想の対決

という歴史的脈絡が潜んでいる。 

 ゴメスはこの講義の内容を 3 巻に分け、それぞれ植物的霊魂および植物的能力・

動物的霊魂および感覚的能力・理性的霊魂および理性的能力を説明しており、その

中でも第 3 巻に重きを置いている。ゴメスは第 1 巻第 1 章において植物的霊魂・動

物的霊魂・理性的霊魂の区別は、植物・動物・人間の形相および実体的な現実体で

あると説明している（『要綱』314 参照）。第 3 章において、彼は物体や質料に依存

する植物的・動物的霊魂と物体や質料に依存しない理性的霊魂の違いを区別し、前

の二つは物体や質料に依存することなしには、生成することも存在を保持すること

も、さらには消滅することもできないのに対して、理性的霊魂は神が人間を創造す

る際に予めその肉体上に賦与したものではあるが、それは物質や質料には依存せず、

そのためもし肉体が消滅したとしてもそれ自体として保たれ不滅であると説明し

ている（『要綱』317 参照）。この三種の霊魂の相違について説明した後、ゴメスは

第 4 章においてアリストテレスのいう霊魂の能力は生育的・感覚的・欲求的・可動
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的・理性的の五種類に分かれているが8、概して言えば霊魂の差異に依拠して生育

的・感覚的・認識的に分ければよいとする。その理由は欲求的能力と可動的能力は

ともに感覚的能力に属し、意志的能力と理性的能力はともに認識的能力に属してい

るからである（『要綱』318 参照）。言い換えれば、感覚的・欲求的・可動的能力は

ともに動物的霊魂の段階に属しており、物体・質料あるいは肉体に依存する。注意

すべきは、ここで意志と理性はともに理性的霊魂の段階に属し、物体・質料あるい

は肉体の定義を受けないといわれていることである。これはまさに本稿がゴメスの

知性と意志の間の関係についての論述を明らかにすることを通して、その神学的人

間学的な色彩における倫理論あるいは実践論を検討するためのキーポイントとな

る。 

 上述のゴメスの三種の霊魂およびその能力についての説明は、実はおおむね第 3

巻第 1-3 章の内容に対する準備的陳述である。そのことは少しでも内容を対照すれ

ば明らかとなる。この点についての対照に入る前に、先に第 2 巻第 19-22 章におけ

る欲求的能力と運動能力に関する論述、およびその中から派生する倫理論あるいは

実践論について見ていきたい。というのも、そこには「神→知性（理性）→思考あ

るいは判断→意志→行動」という行動の序列の体系的な説明が含まれているからで

ある。 

 ゴメスは第 2 巻第 19 章の最後に「欲求的能力について」という題目を設け、ア

リストテレス『デ・アニマ』第 3 巻および『ニコマコス倫理学』第 1 巻の内容を借

用して、意志が知性的欲求と感覚的欲求の両種を含むことを説明している。この区

分の有効性について、彼は次のようにいう。「いかなる欲求も認識された何らかの

善を追求するか、認識された悪を避けるかのいずれかであるが、善と悪は知性によ

るか、感覚によるかの二様の方法で知られ得る。それは、知性が何が善または悪で

あるかを知るように、感覚、少なくとも評定能力と呼ばれている内的感覚は、何が

善か悪かを認識する。従って、善悪を知る能力が知性と感覚の二つであるように、

 
8 アリストテレス『アリストテレス全集』第 7 巻、中畑正志ほか訳、岩波書店、2014 年、75-
78 頁参照。この五種の能力は栄養摂取する能力・欲求する能力・感覚する能力・場所的な運

動をする能力・思考する能力に分けられる（『デ・アニマ』第 2 巻第 3 章参照）。 
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欲求あるいは欲求能力も、別の名称で意志と呼ばれる知性に従う知性的欲求と、感

覚に従う感覚的欲求の二つである。（『要綱』364-365）」 

 このような言い方からすれば、意志もまた知性に属しているということになる。

これは上で述べた「意志と理性はともに理性的霊魂の段階に属し、物体・質料ある

いは肉体の定義を受けない」ということと同様である。ゴメスは第 2 巻第 20 章に

おいてより直接的に次のようにいっている。「神においても、天使においても、身

体から離れたアニマにおいても感覚がないので、感覚的欲求はあり得ない。（『要綱』

365）」このことは、人の霊魂はただ肉体から離れるときにのみ、何にも引きずられ

ることなく、真に認識し善悪を判断することができる。しかし人間が生きている間

は、どのようにしても肉体の感覚的欲求にまとわりつかれ、その誘惑から逃れるこ

とはできず、真偽・善悪を誤って判断し、不正確なあるいは善悪を転倒した行動を

とってしまう。ゴメスは人間の例は挙げていないが、動物の例を挙げ、ただ神が動

物に与えた善を求め悪を避ける感覚的欲求によってのみ、この問題を解決できると

している。実は、人間と動物の違いは、人間の感覚的欲求の背後には思考・推論・

判断能力が働いているという点にある（『要綱』365-366ꞏ368 参照）。ここにおいて

は、間接的に人間の思考・推論・判断能力は、神あるいは天使のように完全に誤り

のない善悪・真偽の判断を行えるという訳ではないが、実践理性の指導によってそ

のような境地に近づく可能性をもっているということが示されている。したがって、

我々はここからゴメスの神学的人間学の内に実践論の容貌が存在することを看取

することができる。 

 

２『講義要綱』の実践論の図式 

 知性と実践あるいは行動の問題に関して、ゴメスは第 2 巻第 22 章「場所的運動

能力について」において比較的明確な説明をしている。それはまた「神→知性（理

性）→思考あるいは判断→意志→行動」という行動の序列の体系的な説明がある箇

所でもある。ゴメスは動物的霊魂の三つの能力（感覚・欲求・可動）のうちの可動

に対して三つの区別を行い、指導的・命令的・実行的可動能力に分ける。彼は「指

導的可動能力は何ものかを欲求するように欲求能力を刺激し、動かすものである。
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そして欲求を動かすことは適、不適のものとして対象を欲求能力に示す以外の何も

のでもない。（『要綱』371）」表面的には動物と人間はともにこのような定義に適合

するように見えるが、その相違点は、動物はただ自然本能のみを持ち、人間のよう

な思考・判断能力と実践理性を持たないということである。ゴメスはここにおいて

人間とこの両種の能力と意志の間の関係を極めて詳細な説明を行っている。思考・

判断能力と実践理性はともに人間に「適合的な」欲求の対象を示すが、前者は人の

感覚的能力を誤った方向に導いたり欺いたりすることがあり、人間の意志に対して

誤った情報を伝達し、人間に誤りや罪を犯させる（『要綱』372 参照）。ここにはす

でに明らかに神学的人間学に属する倫理の次元が表れている。知性的あるいは理性

的霊魂に属する実践理性は、真なる善悪や真偽を示すものであり、思考・判断能力

よりも高位のものである。同様に、知性あるいは理性と意志はともに肉体に依存せ

ずそれに引きずられることがないとはいっても、それらは同等の関係にある訳では

なく、前者は後者よりも高位のものである。以上において我々は「神→知性（理性）

→思考あるいは判断→意志→行動」という行動の序列の図式を見てきた。人間の肉

体を離れた霊魂であれば、悪事を行ったり過ちや罪を犯したりする可能性はないが、

霊魂と肉体（形相と質料）が統合状態にあり、現世において行動するならば、どの

ようにしても上述の行動の序列の図式から逃れることは出来ない。 

 命令的および実行的可動能力に関しても、上述の図式を出ることはない。ゴメス

は極めて興味深い例を挙げている。霊魂の王国において、意志は女王であり、知性・

理性は助言者である。後者は傍で助言をし、女王はその助言に従ってすべてを統治

する（『要綱』373 参照）。すなわち、意志は知性・理性の指示に同意し、実行的可

動能力に命令を下し任務を執行させる。意志は常に知性・理性の指示に従う訳では

なく、時として欲望にそそのかされて誤ることもある。 

 以上が知性と意志の関係である。続いて第 1 巻第 1-4 章と第 3 巻 1-3 章の関係に

戻りたい。ゴメスは第 3 巻に「知性的あるいは理性的アニマとその知性的また欲求

的能力について」という題をつけている。彼は知性あるいは理性霊魂は人の形相で

あり、天使と同じように霊的な存在に属し肉体に依存せず、その主要な能力（知性

と意志）も同様に他の二つの霊魂およびその能力とは区別されると不断に強調して
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いる。知性的霊魂およびその能力は、最も完全なものではないにしても、最も神に

類似した特徴を持っている（『要綱』375-376 参照）。「神は知性霊魂の最高指導者で

ある」という言葉は疑う余地なくイエズス会神学教育の最高指導原理であり、また

ゴメスが最も重要であると考えている部分でもあった。 

 知性的霊魂の不滅に関しては、ゴメスは 11 個の命題を提出して説明している。

（一）各々の人間にそれぞれの霊魂が存在する。（二）一人の人間には一つの霊魂

だけがある。（三）理性的霊魂は身体の形相であり、質料を形相づけ、質料ととも

に具体的に一つの複合体を形成している。（四）理性的霊魂は神によって創造され

た。（五）理性的霊魂は肉体から成ったのではなく、霊である。（六）霊魂は神の実

体でもなく、神の実体からのもの、あるいは、神の部分でもない。それは天使と同

じである。（七）霊魂と肉体は神によって同時に創造された。（八）動物の霊魂は可

死的であり、肉体から離れると消滅する。（九）理性的霊魂は肉体が消滅するとき

消滅せず、肉体から離れたのち全く不死で長く存続するものとして残る。（十）人

間の肉体が消滅したとき、その霊魂は他の物体には入らない。（十一）哲学ではな

く信仰によって霊魂を考察しなければならない。ゴメスは霊魂不滅の真理はキリス

ト教信仰生活の基礎であり、それを信じれば神の正義と意志を体験し報われ賞賛さ

れるが、それに反すれば罰を受けることになると強調している（『要綱』377-385 参

照）。 

 以上のことからゴメスの神学的人間学の倫理観を知ることができる。上述の知性

的霊魂の不滅の命題は、「神→知性（理性）→思考あるいは判断→意志→行動」の

行動の序列の図式から見れば、最も根源的な部分に属している。しかし上で述べた

ように、意志は肉体・欲望に引きずれることはないが、時として感覚的欲求に欺か

れ不正確な行動を支持することがある。同様の論述はまた、第 3 巻第 3 章にも表れ

る。ゴメスはまず知性は物質の束縛を受けず、意志より高位のものであり、意志お

よびすべての欲求に反対することができると述べる。意志はそれとは異なり、時と

して欲求に欺かれることがある（『要綱』390 参照）。他方で、殉教や自己犠牲、す

なわち神・友人・国家・名誉のために死ぬことを論じる際には、彼は理性と意志を

一緒にして、両者は物質・感覚・欲望によって束縛されず、「感覚的善を全く無視
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して、霊的善を配慮することによって死を選び、死を避けぬように、下位の部分と

肢体に命ずる（『要綱』392）」ことができると述べている。 

 我々がもし哲学（あるいは論理）の立場から理解しようとするならば、ゴメスの

意志に対する位置づけは十分に明確ではなく、それどころか矛盾があると考えられ

る。すなわち、どうして理性的霊魂に属し、物質に引きずられることのない意志が、

欲望に欺かれて過ちを犯し悪を為すのかという問題がある。しかし、もし「感覚的

善」と「霊的善」という概念を考慮に入れるならば、どのようにしてこの曖昧さや

矛盾した記述を解釈するべきかという方法を見出すことができる。通常人間の生活

世界はただ感覚善に留まっている。別の術語を用いて言えば、すなわち相対的・個

別的なレベルの善悪観（仏教の俗諦に相当する）である。当然ながら、ゴメスはこ

の種の善悪観を主張するのではなく、霊的善すなわち超越的・普遍的レベルの善悪

倫理観（仏教の真諦に相当する）を重視する。このような考え方は、ゴメスの哲学

（あるいは論理）ではなく信仰を用いて霊魂観およびその意味における倫理観を理

解すべきであるという主張と明らかに一致する。そのため彼の言う神・友人・国家・

名誉のための死という自己犠牲の神学的倫理は、どのようにしても一般的な哲学の

論理をもっては解釈を加えることはできない。この部分はゴメスの神学的人間学の

コンテクストにおける倫理観や実践論に属している9。意志は実践理性に従い善を

為すことを選択できるが、また欲望に惑わされて悪を為すこともある。このような

「感覚的善」と「霊的善」の間に挟まれた意志の説明に対しては「人間はなぜ悪を

為すのか？（人類の祖先の罪悪）」という問題が投げかけられなければならず、人

間が悪を為すにもかかわらず「霊的善」を行い得る根拠が与えられなければならな

い。それでは、アリストテレスは『デ・アニマ』においてどのように知性と行動を

論じているのだろうか？ 

 

３ 『デ・アニマ』と『講義要綱』の知性と行動 
 アリストテレスは『デ・アニマ』第 3 巻第 9-11 章において、運動の問題を論じ

 
9 もちろん、神学的な倫理論あるいは実践論はさらに広範なものである。ここでは、わずか

にゴメスの講義内容を分析した。 
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ることを通して、知性と運動の直接的でない関連性を明らかにしている。第 9 章に

おいて彼は「動物を進行運動という仕方で動かすものは何であるか？」という問題

を提出した後に、動かすものは栄養摂取する能力（植物的霊魂の能力）でもなけれ

ば、感覚的能力（動物的霊魂の能力）でもなく、さらには必ずしも知性的能力（理

性的霊魂の能力）でもないとする10。アリストテレスはここにおいて、ゴメスが神

によって創造された知性が意志に対して助言を与え正確な判断を下させ善を求め

悪を避けさせると言っていたのとは異なり、知性と行動の直接的でない関連性を説

明している。彼は「観想にかかわる知性は行為されうる事柄を何一つ観想すること

はできないし、また避けるべきものや追い求めるべきものについてまったく語るこ

とはできない。11」として、人が医術を身につけていても治療を行うとは限らない

と具体例を挙げながら説明している。このことは知識と行為に直接的必然的な関係

がないということを意味している。明らかにアリストテレスは認知主体と倫理主体

の直接的必然的な関係を警戒しながらも、行動と知性の何らかの関連があるという

ことを排除できずにいる。 

 アリストテレスは、ここでの議論を通して知性を「観想にかかわる」知性と「行

動にかかわる」知性に分け、動かすものは欲求されうるものであり、この対象は「行

動にかかわる」知性が思考するための出発点であるとする12。アリストテレスは第

11 章において、思考・推論・判断の能力を持つのは人間であり（動物はこのような

能力を持たない）、人間は欲求されうるものによって思考・推論・判断、さらには

それに伴う諸行動を開始するとまとめている。しかし、人間が抑制のない状態に陥

ったときには、必ず欲望および欲求の対象によって動かされる（意志が感覚的欲求

によって欺かれ誘惑されることに相当する）。もちろん、ここではゴメスが主張し

ていたような神義論を基礎とする霊魂不滅論と来世の賞罰の議論は出てこず、また

いわゆる自己犠牲の神学的論理あるいは神学的倫理学もなく、ただわずかに「行動

にかかわる」知性と個別的な存在の関わりと「観想にかかわる」知性と普遍的存在

 
10 アリストテレス前掲書、164-165 頁参照。 
11 アリストテレス前掲書、165 頁。 
12 アリストテレス前掲書、167 頁参照。 
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との関わりが示されるだけである13。 

 もしアリストテレスの主張する知性の独立自由・永遠不滅の立場から見るならば、

アリストテレスは人間の行動における知性の位置を保留しており、ある種の実践理

性を提唱するとはいえ、彼の見るところでは知性と行動（意志）の間には超えられ

ない溝がある。知性の作用に基づく認識論と実際生活における実践論は決して混同

されてはならない。 

 最後に我々は再びゴメスのいう霊魂の最も優れた二つの能力、すなわち知性およ

び意志の議論に戻りたい。ゴメスは第 3 巻第 4-10 章において主に知性（特に可能

的知性と能動知性）について論じ、第 11-20 章において意志および自由・功罪・善

悪（賞善罰悪）の問題について論じており、最後の一章ではまた理性的霊魂につい

ての叙述に戻っている。 

 ゴメスはまず知性の役割を、対象を示すことにあると定義し（意志はそれを是認

したり拒否したりする）、知性を可能的（潜在的）知性と能動知性とに分けて説明

している。可能的知性の能力は外にある存在の形象を受容し把握するのであり、存

在それ自体を受容し把握するのではない。可能知性は外的感覚がただ可感的なもの

の形象（視覚であれば色の形象のみ）をのみ受容するのとは異なり、全ての存在の

形象を受容し把握することができる。知性的対象は、ゴメスにとって最も重要なも

のである。というのも、知性が初めに認識しなければならないのは、最も普遍的な・

最初に知性を動かす・最も優れた神であり、その他のものは、例えば個別的存在の

認識のように、すべてそれに次ぐものであるからである。可能的知性がいかなる存

在の形象を認識するときにも、そこにはある前提条件がある。すなわち、必ず認識

されうる可能的形象あるいは可知的形象がなければならない。このような形象は

「肉体によるただ個別性だけをもつ」感覚的形象とは異なり、物質に依存しない霊

的存在であり、共通的・普遍的な存在である。知性はまずこれによって可知的心象

が示す共通・普遍の本質を認知する。そして、非感覚的な思考能力を通してその可

知的心象を作り出し、それを可能的知性に伝達するのが、能動知性である。知性が

まだ肉体の内にある時に認知する可知的形象は、能動知性が感覚的表象能力を通し

 
13 アリストテレス前掲書、171-172 頁参照。 
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て作り出すものである（『要綱』395-400 参照）14。能動知性は可能的知性より高位

のもので、認識構造の最上部であり、また同時に人間を導き神および神に関する事

物の光を認識させる。この光は疑いの余地なく神の恩寵の光である（『要綱』403-

407）。ゴメスがこの両種の知性について論じる目的は、明らかに人々に「神が人間

に神を認識させ、人間は神を認識することを通してすべての被造物を認識すること

ができる」ということを理解させたいからである。これは一種の神学的人間学の認

識論であるというべきだろう。 

 ゴメスは第 3 巻においては知性的欲求的能力としての意志を強調しているが、

それも基本的には第 2 巻において論じられた意志と大差ない。知性の指導のもと

に普遍的善を認識し、人間にそれを学習・実践するように命ずる意志は、感覚的善

を無視し霊的善を重視する意志と一致するものであるといえる。しかし、ゴメスは

第 3 巻において依然として意志が誤りうるという問題について次のように述べて

いる。肉体の束縛を受けない意志も、時として非感覚的思考能力あるいは感覚的表

象能力に動かされ、誤りを犯し罪を為す。このような意志はゴメスの見るところに

よれば、知性の自由に従うことを選ぶこともあれば、知性の自由に従わないことを

選ぶこともある（『要綱』409-415 参照）。これは意志の特徴でもあり、またその欠

陥でもあるということができる。ただ霊魂が未だ肉体から離れていないということ

（感覚的欲求にとらわれていることを意味する）によって、意志は必ず自由選択あ

るいは自由行動がもたらす結果に直面することになる。人間の功罪・賞罰はこれに

由来する。前述のように筆者は、ゴメスの目的はこのような意志がやりたい放題に

する自由（すなわち神との関係を断ち切り、感覚的欲望の支配を失う自由）を宣伝

することにあるのではなく、意志はまた感覚的欲求を拒絶し、実践理性に従い真な

る善悪を認識し、善を求め悪を避ける行動を為し、神の栄光を示すことを選択する

こともできるということを説明することにあったと考える。 

 以上において、ゴメスの「霊魂論」を検討することを通して、その神学的人間学

 
14 出隆は『デ・アニマ』第 3 巻第 7-8 章の思惟と創造力の関係のうちに、思惟の質料（肉体）

における内在性と離在性の問題を指摘し、アリストテレスのプラトンのイデア論に対する批

判と継承を明らかにしようとしている（『出隆著作集』別巻 1、勁草書房、1967 年、342 頁参

照。以下引用に際しては I 巻数・頁数の形で示す。）。 
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の認識論と実践論を確認し、またそのことによって間接的にではあるが、アリスト

テレスの『デ・アニマ』（特に知性と行動の関係について）の 16 世紀末日本戦国時

代における伝播の様子を描いた。 

 

四 ギリシャ霊魂論と能動的理性 
 

１ 『デ・アニマ』読解の背景 

 イエズス会士が伝えた神学思想は戦国末期・江戸初期においてキリスト教と仏教

の間の論争を巻き起こしたが、やがて禁教される運命にあった。本節では、歴史は

19 世紀に全面的に近代化の洗礼を受けた明治期の日本へと進む。アカデミズム派

の学者姉崎正治（1873-1949）の比較宗教の視座を通して、新たに議論が加えられ

ていたとはいえ（禁教・迫害の問題について15）、こうした文脈は出隆のギリシャ哲

学およびその霊魂論の研究とは、何の関連もない。古田光（1925-2007）は、出隆の

『ギリシャ人の霊魂観と人間学』の形成背景について精密な解説をしている。古田

は出隆の晩年の自叙伝にしたがって、その桑木厳翼（1874-1946）の下での学習は

大正期の新カント学派の自由主義・文化主義の潮流の影響下にあったが、そのよう

な雰囲気の哲学に満足できず、「本当の哲学」あるいは「真の批判的精神をもった

哲学」を追求する過程の中で、現実の政治・社会問題を思考しようと試みたとして

いる。出隆はスピノザ研究から出発したが、カントおよび新カント派の思潮に親し

む中で、最終的には哲学の原初であるギリシャ哲学から本格的な学術研究を開始し

た。 

 出隆は「哲学は何であったか」（1932）において「本当の哲学」は必ず現実を指

導・変革する哲学・実践的理論でなければならず、ソクラテス以後プラトン・アリ

ストテレスの努力によって哲学は自然哲学者の「観想（見）理論」から「実践（行）

理論」へとなったものの、最終的には失敗したため、「本当の哲学」は「過去の哲

 
15 姉崎正治『切支丹宗門の迫害と潜伏』同文館、1925 年及び『切支丹禁制の終末』同文館、

1926 年参照。 
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学」の中にはどのようにしても見つからないということを示した16。古田の解説は

『ギリシャ人の霊魂観と人間学』の内容を論じていないが、この著作を通読すれば、

この失敗とは出隆がアリストテレス『デ・アニマ』第 3 巻第 5 章における能動的理

性から帰結したものであることが分かる。彼はこの能動的理性と受動的理性との区

分について、前者が永遠不滅であるのに対して後者は変化し可滅的なものであり、

前者は後者に優越するものであり、霊魂が肉体から抜け出て作り出す「理論哲学」

（論理学・形而上学）は「実践哲学」（国家学・政治学・倫理学・経済学・実践あ

るいは製作の学）より高位のものであるという価値観によって、哲学は最終的に理

論哲学の構造の中に留まり、現実世界の実践の意義を抜け出してしまったとしてい

る。ここには明らかにゴメスの神学的人間学の体系におけるのとは異なる実践の意

味がある。 

出隆が自伝の中で当時軍国主義の雰囲気の中において自分にはマルクスの唯物

主義思想の影響下にある人間学を主張する勇気がなかったと述べていることから

すれば、彼は 30 年代においてギリシャ三哲の霊魂観と人間学観の批判的研究を通

して、自身の社会実践の人間学の構想を提出しようと企図していたことが間接的に

見て取れる17。筆者は出隆の思想転向の前の人間学の構築過程における最大の問題

は、能動的理性は行動を指導できるか否か、あるいはどのように行動を指導できる

かということであったと考える。ただし、この部分については稿を改めて論じるこ

とにしたい。以下では、まず彼がどのようにソクラテス以前のギリシャの三大霊魂

観およびソクラテス・プラトン・アリストテレスの三人の霊魂観を描いたかという

 
16 I 別巻 1・506-508 参照。出隆は 1948 年に共産党に加入し、その思想は全面的に唯物主義の

立場に転向した。彼はその回顧的な自伝の中に、しばしば当時の軍国主義的政府に無批判で

臣服的態度すらとっていた自分に対する批判を挿入している。当時の共産党および社会主義

運動が撲滅させられた状況と自身の当時の右翼保守主義的思惟についても、詳細に叙述して

いる（I7 の自伝参照）。 
17 ここで出隆が自身の人間学の構想を提出しようとしていたと述べたのは、彼が晩年自ら述

べたことと古田の解説に依拠している。筆者が次節の末尾において論じる出隆のギリシャ霊

魂観の批判的研究は、彼自身の哲学的立場を写し出すものであるというべきである。すなわ

ち、軍国主義が狂ったように吹き荒れる日本の戦中期における「アリストテレスの主張する

純粋な哲学的思弁および真理探究のみが哲学の真の王道である」という言葉からは、まさに

出隆の当時の「古典哲学研究に逃げ込み、実事は自分に関りがない」という心の声が透けて

見える。 
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ことを見ていきたい。 

 

２ アリストテレス以前の霊魂観 

 出隆はソクラテス・プラトン・アリストテレスの三人の霊魂（psychē）観を描き

出すために、紀元前 5 世紀までにアテネで一般に流行していた三つの霊魂観を整

理している。（一）影的・亡霊的な霊魂観・（二）生命原理・意識原理としての霊魂

観・（三）神的・遊離的の霊魂観。（一）は人間が死ぬ前に吐き出す最後の息であり、

この息は肉体から離れ、墓地あるいは地下に遊離し、死んだ人の影と同じように、

亡霊として存在し生きているものに影響をもたらすことが出来る。出隆は、これは

当時のアテネにおけるもっとも主要な霊魂観ではあるが、ホメロス詩人の現世中

心・啓蒙主義的な霊魂観とは異なると指摘する。（二）はイオニア自然学者の説く

生物の呼吸としての息であり、（一）が死後の無意識な息・霊魂であるのとは反対

に、現世の意識を持つ生命を中心としている。これらの自然学者は自然の事物の真

理・真相を追求し、事物の原理あるいは本質をもって一切の事物の消滅変化を解釈

した。こうした態度は、人間の生命・意識の原理としての霊魂観を作り出した（筆

者はこのような肉体は消滅するが、原理としての霊魂は不滅であるという観点は、

アリストテレスの霊魂観に影響を与えたと考える）。（三）はディオニソス

（Dionysios）・オルフィク（Orpheus）教の「天から肉体に降り立った精神が神を祭

る活動に参与し、この活動の神霊に取りつかれ、忘我脱魂の状態に入り、神霊に回

帰して肉体・世間の苦痛から逃れ、永遠の生をえる」という神秘主義的な霊魂観で

ある（I 別巻 1・17-55 参照）。 

 このような三種の霊魂観のもとで、ソクラテスは新たに独特の「霊魂を気遣う」

（epimeleia tēs psychēs）哲学（philosophia）の行動を作り出した。出隆は『ソクラテ

スの弁明』からソクラテスのこのような「霊魂の良さ・徳を気遣う」愛智活動を取

り出し、神託以来ソクラテスが人が真理を認識するのを助けた産婆術は、問答によ

って他人の霊魂を覚醒させるものであったとしている（出隆はこれは同時にある種

の神への奉仕でもあるとする）。そして、その真の目的は人々を霊魂以外の束縛す

る事物（名誉・地位・金銭などの所有物）から抜け出させ、自身の霊魂を気遣わせ
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善い（徳のある）状態にさせることにある。このような哲学行動はソクラテスが自

らの生命を賭して力強く続けた社会実践である。出隆はソクラテスの霊魂はある種

の道徳主体であり、上述の第一種の無為・無力な霊魂や第二種の自然・無価値な霊

魂には属さず、生命・意識の原理としての第二種の霊魂および第三種の神的な霊魂

には比較的近いが、普遍的霊魂ではなく個体に属し、遊離する霊魂とは異なってい

る。「ソクラテス霊魂はかえってそれの
、、、

肉体をそれ自ら
、、、、

のものとして所有するとこ

ろの（主体的なる）或る一者であった。その宿れる肉体の目覚めているときには眠

っており、肉体から離れ去っているときにのみ最も真にその働きを現わすがごとき

霊魂（遊離魂）ではなくて、むしろ現にこの肉体を具有してこの社会この都市国家

に生きている我々人間
、、、、

においてこの人間の自己
、、

としてその善さ
、、

を発揮するはずの

ものであった。（I 別巻 1・78）」 

 上述のソクラテスの霊魂観を受けて、プラトンはソクラテスの「無知の知」をも

ってアテネの人々を「自身の良い・徳のある霊魂を気遣う」ことに目覚めさせると

いう社会実践に、理論的基礎を加えた。すなわち、そのもっとも有名なイデア論で

ある。出隆は、プラトンからすればソクラテスの「知即行」の哲学実践は、単に無

知に気付かせるだけでなく、かならず更に一歩進んで真理の認識およびあらゆる事

物の本質の追及に到達すべきものであったとしている。このほかにも、ソクラテス

の哲学はただ個人のみを対象とするものではなく、国家・人類の福祉と救済をも考

えるものであったとしている（Ｉ別巻１・140-142 参照）。このような意味において、

プラトンはソクラテスの哲学を一歩進めて理論化し普遍化した。ここでは出隆のプ

ラトンのイデア論の三区分（不変的なる理性的認識と変化的なる感覚的経験判断の

区分・この区分の緩和・この区分への回帰）、すなわちイデア（超越）界と経験（感

覚）界を区分するかどうかという問題についての解釈を紹介することはできない

（Ｉ別巻１・149-151 参照）。以下では、本稿と関係する理性的霊魂と実践的霊魂に

焦点をあてたい。 

 プラトンは『国家』において霊魂を三つの部分に分けている。すなわち、理性

（logistikon）・欲望（epithymētikon）・意志（thymoeides）である。意志は理性と欲望

の間にあり、理性的部分には属していないが（この点はゴメスと異なる）、理性に
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従い・理性を手助けして感情を抑制する作用を持つ部分である。出隆はこの三分法

は霊魂の道徳的完成・真の智慧・見識への向上の発達段階であるとする。この三分

法はまた『ティマイオス』においても現れ、理性が不滅であるのに対して、非理性

に属する意志と欲望は消滅しうるものであるとされる。このような霊魂の道徳的な

区分は、その知性活動（理性的思惟と媒介知・感覚経験）の区分にも同様に反映さ

れる（Ｉ別巻１・182-183 参照）。しかし、出隆は理性霊魂をイデア認識の知性の序

列の中に引き入れるのは、プラトンの政治実践への志向であることを強調すること

も忘れない。この強調はまた、彼がアリストテレスとソクラテス・プラトンの二人

の霊魂観における差異を区分するための根拠ともなる。 

 

３ 『デ・アニマ』第 3 巻第 5 章の読解 

 正統なアテネ人であり、政治・社会変革への志向をもったソクラテス・プラトン

の二人に対して、異邦のイオニア人に属し政治・社会変革への志向をもたないアリ

ストテレスは、イオニア自然学者の学説（自然学・物理学）および自らの家の学問

（医学・生物学）に深い影響を受けたため、その学問的態度および霊魂観は特殊な

風貌を呈している。出隆はこの点からアリストテレスのプラトンのイデア論に対す

る批判は、まさにこの生物学・経験論的観点から来ていると指摘する。哲学の任務

は、プラトンのイデア論がいうように超越的なイデアの光をもって万物を照らし出

すことではなく、感覚経験の事実から出発して、現実世界において生成変化する事

物を統一的に説明できる普遍の原理を明らかにすることにある。この下から上への

道は、ちょうどプラトンの上から下への道と反対である。しかし、アリストテレス

のこのようなイデア論の超越性・無用性への批判は、最終的にはその理論中心的性

格のために、実践を放棄した観想の世界へと向かわずにはいられなかった。ソクラ

テス・プラトンの二人の実践哲学はアリストテレスの継承を経て、ある種の非実践

的理論哲学となった（I 別巻 1、221-232 参照）。 

 アリストテレス『デ・アニマ』のその哲学体系における位置に関しても、出隆は

前述の立場から説明している。彼はこの著作はアリストテレス自身の生物学に対す

る関心から書かれたとする。アリストテレスはプラトンのイデア論に対抗するため
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に、その存在論あるいは生物論において形相と質料の結合説および存在あるいは生

物の潜在から実現への変化の説を提出している（初期の『形而上学』にすでに表れ

ている）。この変化生成論が『デ・アニマ』においても見いだされることは、この

著作の第 3 巻第 5 章から証拠立てられる。 

 この点についての議論に進む前に、出隆がどのようにアリストテレスの初期から

晩年までの霊魂論の変遷を解釈していたかということを見ておきたい。出隆によれ

ば、『エウデモス倫理学』にはアリストテレスの若年時の霊魂観が記載されている。

アリストテレスはプラトンの『パイドン』の霊魂観の影響を受け、霊魂は肉体に属

さない実体であるとする。この霊魂が肉体に優越するという霊魂と肉体の二元論の

考え方は、『デ・アニマ』に到って霊魂と肉体（形相と質料）の一元論の立場によ

って新たに論じなおされる。しかし、アリストテレスは霊魂と肉体の一元論に対し

てさらに高位の能動的理性を提出する。このような思惟は、依然としてアリストテ

レスの理論哲学を重視し、実践哲学を軽視する純粋理性の思惟の立場を脱していな

いというべきだろう。この立場は『ニコマコス倫理学』第 10 巻においても見いだ

される（I 別巻 1・243-244 参照）。 

 では、理性と実践の間を巡って論述させるアリストテレスの霊魂観およびその純

粋理性的思惟の立場は、『デ・アニマ』第 3 巻第 5 章においてどのように現れてい

るだろうか？出隆の選択的で独特な翻訳を通して、我々はそれを正確に把握するこ

とができる。その内容は以下の通りである。 

 

いかなるものにも二つの要素が区別される、一つは各々の類に対して何らか

質料たるもの……他はそれらすべての 原 因
アイテイオン

であり能作者（poiētikon＝作る

もの）である、というのは〔原因は〕すべてを作 る
ポイエイン

（poiein）からである。

そして前者の後者に対するは、材料に対する技術の如きである。されば、霊

魂の内で（en tēi psychē）もこの区別がある。そして実のところ、〔この霊魂す

なわち理性についてみるに〕上述のごとき理性
ヌース

は、それがすべてに成る点に

おいては前者〔質料的・受動的要素〕のごときである、しかるに或る他の理性
、、、、、、

は後者〔能作者〕のごときである、そのゆえはすべてと作る
ポイエイ

からである。こ
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れは一種の状態、たとえば光
、
（phōs）のごときである。というのは、光も或る

意味では〔すべてをなす
ポイエイ

ところの理性と同じように〕可能的に色であるもの

を現実的に色となす
ポイエイ

からである。さてこの
、、

〔ポイエインする能作的・能動的

な〕理性
、、

は、離れて存し得るもの（chōristos）であり非受動的（apathēs）であ

り非混合的
ア ミ ゲ ー ス

である、なぜなら本質的に現実態
エネルゲイア

であるから。けだし能 動 者
ト・ポイウーン

は

常に受動者
ト・パスコン

よりも優れ、始源
アルケー

（動力因）は常に質料因よりも優れているから

である。ところで、現実態における認識はその対象と同一であるが、可能的

のそれは、個人個人に即して言えばもちろん現実的のよりも時間的に先き
、、

で

あるが、全体的に〔全自然から〕見れば時間的にも決して現実的のより先き
、、

ではない。〔けだし現実的に認識せる〕理性は時には思惟し時には思惟しない

というがごときことは決してないから。この理性は、離れて存するときには

（chōristheis）その本来の姿にある、そしてこれのみ不 死
アタナトン

であり、 永 遠
アイデイオン

で

ある。ただし我々はこの理性の活動を覚えていない
、、、、、、

、というのは、この理性

は非受動的であるが、〔我々の〕受動的理性（ho pathētikos nous）は可滅的で

あるから。そしてこれ〔能動理性〕なくしては何ものも思惟し得ない。（I 別

巻 1・343） 

 

 出隆はここでアリストテレスが霊魂の内部において質料・受動的理性と原因・能

動的理性を分けることを強調し、この二種の理性が結合し肉体の内に同居しており、

前者は肉体の消滅にしたがって消えてしまうが、後者は肉体を離れるその本来の様

態を顕す永遠不滅のものであると解釈している。この霊魂内部の能動的理性は、神

的な理性ではあるが、それを最初から肉体の外部にある超越的存在であるとするこ

とはできない。この理性は製作・実践の能力を持つため、事物を無から生み出す理

性ではない。この製作的・実践的な能動的理性は、質料的・潜在的な受動的理性に

賦与される。この両種の理性の結合によって、あらゆる事物の存在は成立する。し

かし、質料的・潜在的な受動的理性の実現は、製作的・実践的な能動的理性によっ

て動かされることによってはじめて可能となる。このような潜在的思惟・知識が現

実的思惟・知識に到るためには、必ずある種の動力がなければならず、それはすな
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わち人間の経験意識・記憶を超越した能動的理性である。光の類比は能動的理性は

事物を潜在から現実へ動かす第三者であることを説明している（I 別巻 1・344-346, 

348 参照）。 

ここで出隆の説明する質料・受動的理性と原因・能動的理性の特徴を整理してお

こう。質料・受動的理性は（ゴメスのいう非質料的可能的知性と異なり）、感覚・

想像力・欲求などと同様に、個々の生物が現実態を完成させる霊魂の部分として、

その個人の肉体を離れては存在することができず、肉体にしたがって消滅する（I

別巻 1・349 参照）。原因・能動的理性は肉体的な個人霊魂の内にあるものの、完全

な現実態・離れて存在する者であり、非受動的・非混合的な存在である。それは光

（動力因・推動因）であり、受動的理性・肉体（質料）を離れても独立自存できる

実際存在であり、永遠不滅である（I 別巻 1・350 参照）。以上の内容からは、出隆

の哲学的意図が明確に見て取れる。実は、出隆はここでヒックス（Robert Drew Hicks, 

1850-1929）の注釈を借用しており、第 5章の最後の一文の霊魂を、能動的理性（active 

intellect）として読んでいる。出隆が参照にしたヒックスの注釈は次の通りである。 

 

 私の考えでは、ギリシャ語は自然と次のような見方を示唆する。つまり、受動

的理性は単に φθαρτος（消滅する）の主語であるのみならず、また ουθεν νοει

（何も思考しえない）の主語でもある。なぜなら、もし我々が νοει（思考する）

も主語を省略した例の一つであるとし、補って το νοουν（思考するもの）とは

個別の思考するものの複合的実体を意味すると理解するならば、どのように

しても ανευ τουτου（without it、それなしで）が受動的理性を指すとすること

はできない。もし能動的理性が「思考はどのように発生したのか」ということ

についての理論を完成するために要求されているのでなければ、この章は決

して書かれることはなかっただろう。なぜなら、この二つの理性を区別する箇

所はほかのどこにもないからである。したがって、個々の人間が考えるために

は、理性のこうした二つの形態、つまり一切の対象となる理性と一切の対象を

作る理性を仮設する必要があるということになる（cf.Alex. Aphr. De An. 

Mantissa 112, 20 sq.）。そして、ανευ τουτου（それなしで）はそのどちらである
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と理解されてもよい。しかし、もし私の考えるように、φθαρτος（消滅する）

が απαθες（感受せず）と対になるものではなく、αιδιον（永遠）と対になるも

のであり、またもしアリストテレスがそれによって理性の一つの形態を他の

形態と対比しようとしているとすれば、消滅可能であるという性質は自然と

制限されたものが制限するものに依存するという主張へと続くことになる。

加えて、もし ουθεν νοει（何も思考しえない）が 408 b 28 の ουτε μνημονευει（何

も覚えられない）と同じように無人称に近いものであるということができる

ならば、私は φθαρτος（消滅する）の後に句点を入れるという読み方の変更を

主張すべきであろう。これによって、新しい文がこの章を締めくくることにな

る。つまり、「能動的理性がなければ、いかなる思考も不可能である」と。18 

 

ヒックスの注釈によれば、「思考はどのように発生したのか」ということに関す

る理論を完成するために不可欠な能動的理性のはたらきを強調するために、第 5 章

は書かれた。ここは「すべての対象となる」受動的理性と「すべての対象を作る」

能動的理性とを区別する重要なところであり、また第 5 章の原文の翻訳部分とは

異なる方向で、能動的理性と思考との連関を示した箇所でもある。出隆はヒックス

の注釈の最後の部分を踏まえて、「この aneu toutou は、aneu tou pathētilou nou と続

ける読み方もあるが、Hicks の読みにより、phthartos の次に full stop を置き、新た

な句と見て、toutou を tou poiētilou nou と読む。（Ｉ別巻１・443）」と説明している。

彼がヒックスの解釈を借用した目的は霊魂の内の理性を能動的理性と受動的理性

に分け、アリストテレス『デ・アニマ』における能動的理性の重要性を強調するこ

とにある。当然この出隆の選択的な翻訳の動機と彼のアリストテレス哲学理解には

密接な関係がある。 

なぜアリストテレスはここで能動的理性を強調しなければならなかったのか？

出隆はその理由を、アリストテレスの哲学の動機は自身の生物学者としての目的論

に由来するからであるとしている。アリストテレスはプラトンの霊魂観に対して反

 
18  R. D. Hicks, Aristotle De Anima: With translation, introduction and notes, Cambridge: The 
University Press. 1907, pp. 509-510.括弧内は筆者注。 
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抗する中で霊魂と肉体が不離のものであるという構想を提出したものの、自身の目

的論の立場の影響によって神的な霊魂すなわち能動的理性を導入し、それをその霊

魂論の最終的な帰結としなければならなかった。ソクラテス・プラトンの二人に反

対したアリストテレスも、最後には超越的形相主義に陥ったのである（I 別巻 1・

354 参照）。 

このような学問上の理由のほかに、筆者は出隆のおかれた時代背景をも考慮し

なければならないと考える。出隆が『ギリシャ人の霊魂観と人間学』を執筆した日

本の 30 年代の思潮は、ドイツ観念論・新カント学派から現象学・実存哲学・マル

クス主義哲学・歴史哲学へと転向しつつあった。それは大まかにいえば、抽象的な

理論哲学から具体的な生命哲学・実践哲学へと向かう時期であった。それ以外にも、

日本軍国主義が台頭し、共産主義およびマルクス主義運動が衰退し、さらに天皇を

中心とする日本主義が横行し猛威を振るっており、日本全体の思想状況が危機を迎

えつつあった。古典（ギリシャ）哲学を研究の中心としてアカデミズム派の学者出

隆も、自然とこの大きな環境の影響から逃れられなかった。出隆は自身の思想をど

こに置くかということは最大の問題となった。社会実践においては、左に向かなけ

れば右に向くことになる。哲学思想の創造においては、旧習を墨守するのでなけれ

ば、古代に照らして制度を改革するか、あるいは西洋の生命哲学あるいは実存哲学

の発展に追従する方向に邁進することになる。日本の戦争に揺れ動く時局の中にお

いて出隆は、当時の政治・社会問題に対応することのできる実践的人間学を構築し

ようと試みたものの、最終的にはアリストテレスの堅持した純粋理性の立場を選択

した。そればかりか戦争の後期には、軍国政府の高い圧力に覆われて、それに従順

する道を選ばざるを得なかった。彼が『デ・アニマ』の能動的理性を強調すること

とその時代背景には密接な関係があるといえる。出隆がギリシャ人間学の発展がア

リストテレスに到って社会実践から離れ失敗してしまったと批判することは、彼自

身の思想の失敗と極めて大きな関係を持つということができる19。 

 
19 出隆が『哲学以前』（1922）において、西田幾多郎の『善の研究』（1911）でいう純粋経験

や『自覚における直観と反省』（1917）でいう自覚概念を礼賛した言説から見てもわかるよう

に、彼の思想的傾向は、観念論的であると言わざるを得ない。 
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五 結論 
 

これまで述べてきたゴメスおよび出隆の霊魂観についての検討を通して、大ま

かにアリストテレス『デ・アニマ』の日本における受容のいくつかの方向を見てき

た。両者はともに霊魂の能動的理性を重視し、理性と意志（実践）の関連を論じて

いるという点で、異なった目的は交差している。しかし、この交差はわずかに能動

的理性への関心に限られるものであり、思想関係の上からは完全に無関係であると

いえる。ゴメスは神学を基礎として宗教的倫理実践に重きを置く霊魂観を唱えたの

に対して、出隆は哲学人間学の実践論を尺度として純粋理性の思惟に重きを置く霊

魂観を描き出した。ゴメスはアリストテレス『デ・アニマ』を人々に霊魂の不滅お

よびその宗教実践との関連を教えるために伝えようとした20。出隆は『デ・アニマ』

の能動的理性の理解を通して当時の日本思潮に対応しようと試みたが、自らの思索

と選択の失敗のために、最終的には実践的人間学を構築することに至らなかった。 

以上の論述によって、筆者はアリストテレス『デ・アニマ』の日本における受

容は、どの世紀においてもすべて当時の政治・歴史・思想潮流などの要素によって、

未だ全面的に哲学的な議論の道へと向かうことができていないと考える。 
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The Absence of Husserl’s Phenomenology in the Early 
20th-Century Chinese Philosophy: 

A Philosophical Interpretation 
 

Kwok Sai Hang 
 

Abstract 
 

The May Fourth Movement in 1919 initiated a new era of study and reception 
of Western philosophy in China. Under this ethos, however, a most influential 
philosophical movement in Europe at that time was nearly overlooked by nearly all 
Chinese philosophers — Husserl’s phenomenology. Some historians suggest that 
the apathy of phenomenology in China was due to the highly abstract concepts and 
intricate theories in Husserl’s phenomenology. Some propose that it was because 
Husserl’s phenomenology does not meet the need of Chinese philosophy in that 
era. 

In this paper, I propose that these explanations are untenable because some 
early introductions of phenomenology by Zhang Junmai 張君勵, Zhang Dongsun 
張東蓀 , and Yang Renbian 楊人楩  in the 1930s show that the concepts of 
phenomenology were indeed apprehensible to the Chinese philosophers.1 Zhang 
Qingxiong 張慶熊’s comparative study between Husserl and Xiong Shili 熊十力, 
a founder of contemporary Neo-Confucianism, also demonstrated the affinity 
between phenomenology and Chinese philosophy.2  I would defend the hypothesis 
that a philosophical reason for the apathy of phenomenology was due to an 
underlying “cultural particularism” in the early 20th-century Chinese philosophy. 
This particularism goes against Husserl’s universalism in the renewal of 

 
1 Junmai Zhang, “Report on German Philosopher Driesch Coming to the East and Synopsis of his 
Scholarship,” Gaizao 4.6 (1921): 1‒24. [張君勵：《德國哲學家杜里舒氏東來之報告及其學
說大略》，載《改造》，1921年第 4卷第 6期，頁 1-24。]; Dongsun Zhang, Rationality and 
Liangzhi (Shanghai: Far East Press, 1995). [張東蓀：《理性與良知》，上海，遠東出版社，
1995年。]; Renbian Yang, “A Brief Introduction to Phenomenology,” Minduo 10.1(1929): 1-11. 
[楊人楩：《現象學概論》，載《民鐸》，第 10卷 1號，1929年，頁 1-11。]; Xianglong 
Zhang, Xiaozhen Du, Yingquan Huang, The Phenomenological Ethos in China (Beijing: Capital 
Normal University Press, 2011), p. 17. [張翔龍、杜小真、黃應全：《現象學思潮在中國》，
北京：首都師範大學出版社，2011年，頁 17。] 
2 Qingxiong Zhang, Xiong Shili’s New Mind-Only Philosophy and Husserl’s Phenomenology 
(Shanghai: Shanghai Renmin Chubanshe, 1995). [張慶熊：《熊十力的新唯識論與胡塞爾的
現象學》，上海：上海人民出版社，1995年。] 
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civilization as presented in the Kaizo articles, which requires one to suspend and 
reflect on one’s cultural tradition as a member of humankind. Against this 
background, China did not provide the condition for spread of phenomenology as 
it was in Europe. The absence of Husserl’s phenomenology in early 20th-century 
Chinese philosophy hence exemplified the conflict between universalism and 
particularism in intercultural philosophy, which is still meaningful for our 
contemporary reflections.   
 
Keywords: Husserl, phenomenology, May Fourth Movement, culture, 
universalism 

 
 
The May Fourth Movement in 1919 initiated a new era of study and reception 

of Western philosophy in China. Chinese intellectuals within this movement 
“advocates the modernization or Westernization of China in all important aspects 
of her culture, from literature, philosophy, and ethics to social, political, and 
economic institutions and customs” in order to “save China”.3 Under this ethos, 
many dominating Western philosophies in contemporary Europe and America, 
including liberalism, pragmatism, rationalism, idealism, realism, existentialism, 
philosophy of life, Neo-Kantianism, and Marxism were introduced to China. 
However, an influential philosophical movement in Europe at that time — 
Husserl’s phenomenology, was nearly overlooked by all Chinese philosophers.  

This special phenomenon in the history of modern Chinese philosophy hitherto 
lacks a convincing explanation. Huang Jiande 黃見德 is perhaps the first scholar 
who has directly addressed this question. According to Huang, this phenomenon 
occurs because Husserl’s works are intricate and his thought was always changing. 
At the same time, the reception of Husserl’s thought also changed according to the 
philosophical interests of Chinese philosophers.4  

This explanation is not convincing. First of all, Chinese intellectuals in the 
early 20th century were not totally ignorant of Husserl’s phenomenology. In the 
“Report on German Philosopher Driesch Come to the East and Synopsis of his 
Scholarship” written in 1921, Zhang Junmai 張君勵 has already recognized Husserl 

 
3 Tse Tsung Chow, The May Fourth Movement (Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press, 1960), p. 359.  
4 Jiande Huang, A History of the Eastern Reception of Western Philosophy (Beijing: Capital 
Normal University Press, 2011). [黃見德：《西方哲學東漸史》，北京：首都師範大學出版
社，2011年。] 
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as one of the leading philosophers in Germany at that time.5 Zhang Dongsun 張東
蓀 has also introduced Husserl’s philosophy in an article called “An Embryonic 
Form of Philosophy”. 6  Besides, Yang Renbian 楊人楩  has also published an 
introduction to phenomenology in 1929.7 These mentions of Husserl show that 
Chinese intellectuals were not unaware of Husserl’s philosophy.8 More importantly, 
they had already obtained a basic understanding of Husserl’s philosophy. This 
verifies that Husserl’s philosophy was not incomprehensible to Chinese 
philosophers at that time. Second, later studies show that phenomenology indeed 
shared many philosophical interests with Chinese philosophers. For example, 
Zhang Qingxiong 張慶熊 comparative work on Husserl and Xiong Shili 熊十力 (a 
founder of the Contemporary Neo-Confucianism) shows that both Husserl and 
Xiong take consciousness as a central issue of their philosophical investigation.9 
Besides that, Husserl’s study of the foundation of science also echoes the 
advocation of science in the May Fourth Movement. Hence, it is not adequate to 
say that Husserl’s phenomenology is not relevant to the philosophical interests of 
the May Fourth Chinese philosophers.  

In this paper, I would defend a hypothesis that the absence of Husserl’s 
phenomenology in the early 20th century China might have a philosophical reason 

 
5 Junmai Zhang, “Report on German Philosopher Driesch Coming to the East and Synopsis of his 
Scholarship,” Gaizao 4.6 (1921): 1‒24. [張君勵：《德國哲學家杜里舒氏東來之報告及其學
說大略》，載《改造》，1921年第 4卷第 6期，頁 1-24。] See also Junmai Zhang, Essays 
on Chinese, Western, and Indian Philosophy (Taipei: Student Book), p. 1124. [張君勵：《中西
印哲學文集》，台北：學生書局，1981年，頁 1124。] In this report, Zhang proposes that 
there are three main streams in the contemporary German philosophy which are represented by 
Rickert, Natorp, and Husserl respectively.  
6 Dongsun Zhang, Rationality and Liangzhi (Shanghai: Far East Press, 1995). [張東蓀：《理性
與良知》，上海：遠東出版社，1995 年。] According to Zhang Xianglong 張祥龍, this 
article was probably written in the 1930s. See Xianglong Zhang, Xiaozhen Du, Yingquan Huang, 
The Phenomenological Ethos in China (Beijing: Capital Normal University Press, 2011), p. 17. 
[張翔龍、杜小真、黃應全 現象學思潮在中國 ，北京：首都師範大學出版社，2011
年，頁 17。] 
7 Renbian Yang, “A Brief Introduction to Phenomenology,” Minduo 10.1(1929): 1-11. [楊人楩：
《現象學概論》，載《民鐸》，第 10卷 1號，1929年，頁 1-11。] 
8 Mou Zongsan , a Neo-Confucian thinker, has also discussed phenomenology in details 
but he mainly addressed Heidegger instead of Husserl. Also, these discussions were published 
much later than the three texts investigated in the current essay. For more details of Mou’s 
reception of phenomenology, please refer to Zongsan Mou, Intellectual Intuitions and Chinese 
Philosophy (Taipei: Commercial Press, 1971). [牟宗三：《智的直覺與中國哲學》，台北：
商務印書館，1971年。] 
9 Qingxiong Zhang, Xiong Shili’s New Mind-Only Philosophy and Husserl’s Phenomenology 
(Shanghai: Shanghai Renmin Chubanshe, 1995). [張慶熊：《熊十力的新唯識論與胡塞爾的
現象學》，上海：上海人民出版社，1995年。] 
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beyond mere historical cause. 10  The philosophical backdrop, I propose, is an 
underlying “cultural particularism” in the early receptions of phenomenology. 
More precisely, the early interpretations of Husserl in China regard 
phenomenology as a particular theory in epistemology instead of a philosophical 
movement that advocates for the radical self-responsibility of the renewal of 
philosophy. This cultural particularism is caused by the historical context in which 
the acquaintance of Western philosophy is subjected to the hope for saving China 
from the invasion of the Western world. Under the influence of this cultural 
particularism, Chinese intellectuals did not exercise the idea of “renewal 
[Erneuerung]” in phenomenology (proposed by Husserl in the Kaizo articles) as a 
universal project. The absence of phenomenology in the early 20th century China 
is, therefore, a special case in intercultural philosophy which exemplifies the 
conflict between universalism and particularism. This special case shows that 
although universalism is usually blamed as overlooking cultural diversity, 
particularism can also be a hindrance to intercultural communication for it limits 
one culture to its particular historical context and undermines the possibility of 
reaching intercultural interactions through cultural renewal. Therefore, the obstacle 
to intercultural philosophy is not associated naively to either universalism or 
particularism; rather, I propose that “cultural particularism” is as harmful as 
“dogmatic universalism”, and what Husserl would inspire us on intercultural 
philosophical reception is a “genetic universalism”.11    

This paper will be divided into three parts. First, I will introduce the hidden 
particularism in the early reception of Husserl and relate it to a larger context of 
the May Fourth Movement. Second, I will explain the underlying genetic 
universalism in Husserl’s phenomenology especially as presented in the Kaizo 
articles published in Japan. Finally, I will interpret this case as an example of 
intercultural philosophy and highlight the problem of particularism as a hindrance 
of intercultural communication.  

 

 
10 From the perspective of historical cause, the apathy could be caused by many empirical factors, 
such as the accidental ignorance of Husserl’s texts, or the insufficient spreading of those 
introductory works. Nevertheless, this paper aims at hypothesizing a philosophical reason. A 
philosophical reason refers to those characteristics of Chinese philosophy at that time which are 
philosophically incoherent with the conditions of receiving Husserl’s phenomenology. I do not 
propose to prove that these philosophical reasons constitute the sufficient “cause” of the apathy 
of phenomenology. Nevertheless, it is still meaningful to uncover these philosophical reasons 
because insofar as these philosophical reasons persist, they will continue to be a hindrance to a 
reception of Husserl’s phenomenology. Therefore, the clarification of these philosophical reasons 
will be helpful to the contemporary reception of Husserl’s phenomenology in China.    
11 These three concepts will be explained shortly. 
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1. The hidden “cultural particularism” in the early reception of Husserl  
 

Zhang Junmai, Zhang Dongsun, and Yang Renbian have already introduced 
Husserl’s phenomenology into China before the 1930s. Although these 
interpretations correctly summarize most of the characteristics of Husserl’s 
phenomenology, these works do not recognize an underlying agenda of the 
phenomenological movement as the call for a radical self-responsibility of 
reflection and renewing one’s philosophical tradition. In the three texts written by 
Zhang  Junmai, Zhang Dongun, and Yang Renbian, Husserl’s phenomenology was 
regarded as a mere particular theory of epistemology, and more or less belongs to 
the tradition of Kantianism or Neo-Kantianism in a broader sense.12 Although 
Yang’s introduction discerns the distinction between Husserl and Kant, his paper 
did not draw enough attention, unfortunately. Therefore, these early receptions of 
Husserl’s phenomenology failed to introduce the core spirit of phenomenology into 
China.  

The following is a summary of the three main texts.   
At the beginning of the report, Zhang Junmai juxtaposes Husserl with Natorp 

and Rickert — two leading philosophers of the Neo-Kantianism in Germany. 
Zhang introduces Husserl’s phenomenology as follows: 

 
Among the [German] philosophers, some hold that the core of cognition is 
sensation [jue 覺], that is what reached by the five sense organs. Ernst Mach 
belongs to this camp. On the other hand, some believe that the core of 
cognition is thinking [si 思], that means the concepts [Der unanschauliche 
Begriff] that are transcendental to sensation. The school of Marburg belongs 
to this camp. These two theories [about cognition] are controversial, and 
Husserl proposes to reconcile the two. [He proposes that] concepts cannot be 
independent of sensation, but there is a pure intuition [cunjue 純覺] beyond 
sensation. This is the starting point of Husserl’s theory.13  

 
12  One thing can be certain: A large part of Husserl’s phenomenology concerns the 
epistemological ground of natural sciences and logic. Husserl phenomenology is established as a 
study into the transcendental consciousness as the ultimate foundation of all knowledge. This 
transcendentalism resembles significantly the philosophical concerns of Kant. Even for most 
German philosophers contemporaneous to Husserl, such as Natorp, phenomenology was 
juxtaposed with Neo-Kantianism. However, Husserl’s epistemology and philosophy of 
consciousness is often criticized instead of followed, especially after the transcendental turn. In 
the later parts of this paper, I will explain the definition of phenomenological movement in a 
broader sense.     
13 Zhang, Essays on Chinese, Western, and Indian Philosophy, p. 1125. All quotations of Chinese 
text are my translation.   
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This summary of Husserl’s analysis of intuition is appropriate. According to 

Husserl, the givenness of essence is attained via two steps of reduction. First, after 
the phenomenological suspension of the existence of the external world, the objects 
that were conceived as existing objectively in the world under natural attitude are 
reduced to the corresponding intentional acts that intend toward the object. For 
example, a phenomenologically reduced chair is no longer a mere chair existing 
side-by-side with the table in a classroom; rather, the chair becomes an object of 
perception which shows forth in a particular side. If we move around the chair, we 
can see different sides of the chair appearing continuously in adumbration, but the 
perceptual content at each moment points towards the same chair.14 At this stage, 
we conceive the chair as an external object but it is yet not enough to grasp the 
essence of the chair. The second step of phenomenological reduction is the eidetic 
reduction which suspends the multiplicity of the experiential content and 
apperceive what is invariable across the variation of experiential content. After this 
level of reduction, Husserl proposes that we would have the eidetic intuition that 
grasp directly on the essence of the chair. In this regard, Zhang was right in catching 
Husserl’s understanding of the relation between concepts and intuition: 

 
The existent that is intuited is called “phenomenon”. Beyond the experiential 
content in intuition, there is the essence [Wesen] that becomes the concept. 
Therefore concepts are not directly presented to intuition but it cannot be 
independent of intuition. Beyond sensual intuition, there is an eidetic intuition 
[Wesensschau] which is the source of concepts.15 
 
Although Zhang here uses a single Chinese word “jue ” to translate both 

“sensation” and “intuition”, he clearly understands that eidetic intuition is different 
from sensation in the context of Husserl’s philosophy. However, despite this 
appropriate summary, Zhang focuses only on a particular finding in Husserl’s 
philosophy but has omitted the foundation of Husserl’s phenomenology. In fact, 
Husserl’s phenomenology did not aim to “reconcile” empiricism and idealism, nor 
other established positions in philosophy; rather, the true “starting point” of 
phenomenology is not any theory of intuition and cognition but the suspension of 
all existing theories and philosophies. This attitude of suspension is usually 
summarized as the slogan of phenomenology — “back to things themselves”. It is 

 
14  See the discussion of adumbration at Edmund Husserl, Ideas Pertaining to a Pure 
Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy (First Book). Trans. F. Kersten (The 
Hague: Martinus Nijhoff, 1983), pp. 88-89.  
15 Ibid.  
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due to this uprooting of traditional doctrines that Husserl could attain new 
understandings that were not enclosed in past theories.   

A similar hermeneutical prejudice can also be found in Zhang Dongsun’s 
conception of phenomenology. In his essay “An Embryonic Form of Philosophy”, 
Zhang Dongsun attempts to develop a new epistemological theory. He quotes 
Husserl’s phenomenology as a reference: 

 
Phenomenology (this is founded by the great German philosopher Edmund 
Husserl) is indeed a study of “object” — “object-in-consciousness”. There is 
a method to discover the object within cognition. Therefore, [cognition] can 
be divided into three [moments]: the subjective, the objective, and the essential 
within cognition. Husserl believes that essence can be obtained by intuition, 
this is why it is called “Wesenerschauung”.16 
 
Zhang Dongsun’s understanding echoes Zhang Junmai at two points. First, he 

assumes that Husserl’s phenomenology is a theory of cognition which discusses 
how essence can be obtained. Second, he highlights that eidetic intuition is the most 
representative theoretical finding of Husserl. Although Zhang Dongsun does not 
compare Husserl with Neo-Kantianism, he juxtaposes it with a new form of realism 
in America at that time. He says,  

 
The so-called “critical realism” that is newly established in America also 
adopts this three-fold division. My personal opinion is that this three-fold 
division is correct. We can have a subjective cognition of the external objective 
world, but we cannot equate the external objectivity with the cognitive content. 
This is because external objectivity is a unique kind of being, while cognitive 
content belongs entirely to another kind of being.17  
 
Although Zhang Dongsun agrees with this three-fold distinction, he admits 

that the meaning of the essence is questionable: 
 
After adopting this three-fold division, it demands more investigation into 
what this third term is. Husserl calls it “Wesen”. Santayana calls it “essence”. 
Indeed, it is Plato’s “idea”. I have pondered it for a long time but still, am 
thinking that this concept is indecipherable. They also call it “universal”, 
“form”, but I still think that this kind of investigation will get into an enigma.18 

 
16 Zhang, Rationality and Liangzhi, p. 22.   
17 Ibid. 
18 Ibid., p. 23.  
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This quotation shows that Zhang Dongsun in fact equates Husserl’s 

phenomenology with idealistic realism. Thus, the question that concerns him is 
what essence or ideas mean. This indicates that Zhang Dongsun has not truly 
acquired the meaning of phenomenological reduction, which, according to Husserl, 
requires suspension of the ontological status of essence. More precisely, essence is 
first of all not a subjective or objective being; rather, it is what we discover 
intuitively in eidetic intuition.  

The above analysis shows that both Zhang Junmai and Zhang Dongsun 
interpret Husserl’s phenomenology as an epistemology explaining the process of 
obtaining knowledge about essence. This is certainly an important aspect of 
Husserl’s phenomenology. However, both of them, more or less, regard Husserl’s 
phenomenology as a theory within the Kantian tradition. Although they have 
recognized some difference between Husserl and Kant, phenomenology is deemed 
as a mere theory of cognition that pertains to reconcile different branches in 
Kantianism, for example, Natorp and Rickert.  

Different from Zhang Junmai and Zhang Dongsun, Yang Renbian is the only 
one (among the three) who realizes that Husserl’s attempt was to build up a new 
first philosophy. Yang writes, “phenomenology is the foundation and center of 
philosophy. Psychology is certainly subjected to it. Even aesthetics, economics, 
legal theory, politics, ethics, religious study, mathematics, and pedagogy are 
subjected to phenomenology.”19 This summary shows that Yang has acquianted 
Husserl’s foundamental philosophical concern — to lay a foundation for all 
disciplines of science and knowledge.  

Moreover, Yang correctly points out the deeper discrepancy between Husserl 
and Kant. He writes at the beginning of the essay that Husserl distinguishes two 
types of philosophy: philosophy-from-above [Philosophie von Oben] and 
philosophy-ascending-from-below [Philosophie von Unter]. 20  This distinction 
comes from Husserl critique of Kant in a lecture: “it [Kant’s philosophy] is a 
constructive thought procedure, followed afterward by intuition, and not a 
procedure that, ascending from below, advancing intuitively from authentication to 
authentication, makes intelligible the constitutive accomplishments of 
consciousness.”21 This quotation shows that Yang is aware of Husserl’s critique of 
Kant. Furthermore, Yang proposes that, while Kant belongs to the “philosophy-

 
19 Yang, “A Brief Introduction to Phenomenology,” p. 2.  
20 Yang, “A Brief Introduction to Phenomenology,” p. 1. According to the original text of Husserl, 
“Philosophie von Unter” should be “Philosophie von Unten”. See Edmund Husserl, Ernst 
Philosophie (The Hague: Martinus Nijhoff,  1956), p. 197.   
21 Edmund Husserl, First Philosophy (Dordrecht: Springer, 2019), p. 203.   
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from-above”, Husserl tries to reconcile the “philosophy-from-above” and the 
“philosophy-ascending-from-below”.22 Based on this observation, Yang correctly 
claims that Husserl’s phenomenology is not only a transcendental epistemology in 
the Kantian sense but it is also rooted in the direct experience in daily life.23 He 
therefore divides phenomenology into two parts: transcendental psychology and 
transcendental epistemology. The former studies the transcendental conditions of 
consciousness and pure consciousness. The latter studies the foundation of 
knowledge.24  

In the rest of his essay, Yang further introduces other core concepts in 
phenomenology including phenomenological epoche, intuition, pure 
consciousness, noesis-noema, hyletic data, retention, protention, and essence. The 
explanation of these terms are generally accurate. Zhang Xianglong even claims 
that this is the best introduction of Husserl before the systematic acquaintance of 
phenomenology in the 1980s of China. However, given this authentic 
understanding of Husserl, Yang’s paper did not draw enough attention to Husserl 
phenomenology. A probable reason is that Yang was a historian instead of a 
philosopher by discipline. Hence his understanding of Husserl might not draw 
enough attention at that time. Nevertheless, I propose that even Yang has correctly 
pointed out the discrepancy between Husserl and Kant, he is still presenting 
Husserl’s phenomenology as reconciling (and hence a continuation of) Kant’s 
philosophy and the “philosophy-ascending-from-below”. He has not put forward 
Husserl’s ambition to establish a new beginning of philosophy, let alone advocating 
this spirit amid Chinese intellectuals.  

Before entering into the analysis of Husserl’s idea of renewal, it is sufficient 
to see that the earlier receptions of Husserl in China incline to interpret Husserl’s 
phenomenology as a continuation of the Kantian tradition; what they observe from 
Husserl’s phenomenology is only that he contributed a different epistemological 
theory in explaining the acquaintance of essence and he put forward the role of 
intentional experience in epistemology. They have not advocated the core spirit of 
phenomenology as “returning to things themselves” without any presuppositions 
and prejudices handed down from the tradition.  

Whether or not Husserl’s phenomenology can totally be freed from the 
influence of Kant and other traditional doctrines maybe a debatable question, but 
this concern is out of the scope of this paper. What is remarkable in the present 
context is, by associating Husserl with Kant, those earlier Chinese interpreters of 
Husserl missed the chance to elaborate the genuine sense of phenomenology as an 

 
22 Yang, “A Brief Introduction to Phenomenology,” p. 1. 
23 Ibid. 
24 Ibid., pp. 4-6.  
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attitude of suspending the tradition and initializing a new starting point of 
philosophizing.  

Such a shortcoming might not be accidentally caused by the ignorance of 
Husserl’s discussion of cultural renewal. Although Husserl only discussed his 
concept of cultural renewal in the Kaizo articles which might be inaccessible to 
those Chinese scholars, the idea of epoche, “back to things themselves”, and self-
responsibility of philosophizing can easily be found associated with the idea of 
phenomenological reduction discussed in Husserl published works such as the 
Ideas I. Husserl’s idea of cultural renewal can be known as a consequence of the 
epoche of one’s own tradition. Moreover, Yang’s application of the concept of 
“philosophy-from-above” indicates that Husserl’s lecture of First Philosophy was 
an important source from which Yang acquired Husserl’s phenomenology. (As fas 
as I know this is the only place where Husserl describes Kant’s philosophy with 
this term.) At the same lecture, Husserl explicitly defines first philosophy as 

 
a reform of philosophy as a whole and, included therein, with a universal 
reform of all sciences whatsoever. And wherever one is concerned with radical 
and universal reform, no matter in which domain of culture, the motivation is 
a deeply stirring spiritual need. The general spiritual situation fills our soul 
with such deep dissatisfaction that to continue to live in its current forms and 
norms is no longer possible.25 
 
Therefore, Yang should at least know that phenomenology is not a mere theory 

of consciousness or epistemology. Hence, I propose that the absence of 
phenomenology in the early 20th-century China should have a deeper reason in the 
social-historical context. More precisely, the reception of Western philosophy in 
the early 20th-century China was mainly contextualized by a “cultural particularism” 
which limits the possibility of cultural renewal. This is also a reason why 
phenomenology was not developed in China as it was in Europe.  

I define “cultural particularism” exclusively as the thought composed of these 
two main characteristics: First, it assumes that a particular philosophical thought 
belongs exclusively to the organic whole of the culture. In order to adopt some 
philosophical thoughts, one has to adopt the whole culture to which the thoughts 
belong; on the other hand, if some thought has to be abandoned, the whole culture 
should also be abandoned. Second, there are essential boundaries between different 
cultures. Chinese and Western culture are essentially unreconcilable.  

 
25 Husserl, First Philosophy, p. 7.  
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The first doctrine of particularism manifests in the so-called “totalistic 
antitraditionalism” in the May Fourth era. Lin Yu-Sheng  observes that the 
“totalistic antitraditionalism” in the May Fourth Movement was originated from 
the cultural-intellectualistic approach in the thinking of modernization in the late 
19th century.26 The cultural-intellectualistic approach, according to Lin, “stressed 
the necessary priority of intellectual and cultural change over political, social, and 
economic changes … It implied a fundamental belief that cultural change was the 
foundation for all other necessary changes.”27 According to Lin, the first generation 
of Chinese thinkers who advocated for modernity, including Yan Fu 嚴復, Kang 
Youwei 康有為, Liang Qichao 梁啟超, were deeply influenced by the traditional 
Confucianism which emphasizes the priority of the mind (xin 心) in the governance 
of individual behavior as well as the external order of the world. Consequently, 
“the Chinese intelligentsia was primarily molded by a deep-seated Chinese cultural 
predisposition as embodied in a monistic and intellectualistic mode of postclassical 
Confucian thinking.”28 Ironically, according to Lin, “the cultural-intellectualistic 
approach did, indeed, evolve into a holistic mode of thinking and thereby became 
a weapon for iconoclastic totalism: the Chinese tradition was attacked as an 
organismic whole whose nature was infected by the disease of the traditional 
Chinese mind.”29 Based on this holistic view of culture, the primary concern of the 
May Fourth intellectuals was to acquire the philosophy and thinking that led to the 
“success” of the Western culture. In this context, what they understood about 
modern Western philosophy is not the enlightenment spirit of radical renewal and 
self-reflection but the particular doctrines and theories such as Kantianism, 
Darwinism, Marxism, utilitarianism, idealism, etc. which are present-at-hand to be 
imported to China.   

In fact, this holistic view of culture is not only possessed by the anti-
traditionalists. Intellectuals who advocated the traditional values also believed that 
a philosophy should belong exclusively to the particular culture and society. For 
example, Zhang Junmai expresses his idea of the “new philosophy” as follows, 
“what I mean by the creation of a new philosophy is the new philosophy of the 
Chinese nation in the modern time. It should bear the contribution of the Chinese 

 
26 Yu-Sheng Lin, The Crisis of Chinese Consciousness (London: University of Wisconsin Press, 
1979), p. 26.  
27 Yu-Sheng Lin, The Crisis of Chinese Consciousness, p. 26. 
28 Yu-Sheng Lin, The Crisis of Chinese Consciousness, p. 49. 
29 Yu-Sheng Lin, The Crisis of Chinese Consciousness, p. 29. 
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characteristic.”30 Liang Shuming 梁漱溟 (another Neo-Confucianist thinker) has 
compared the difference between Chinese, Indian, and Western culture in his 
famous work Eastern and Western Cultures and Their Philosophy.31 In this work, 
Liang thinks that Chinese, Indian, and Western philosophy have different 
fundamental characteristics; the Western is proactive, the Chinese is moderate, and 
the Indian is reclusive. This kind of categorization of Chinese and Western 
philosophy is not a single case; it is a general phenomenon among the May Fourth 
intellectuals. This categorization of culture has embedded a cultural essentialism, 
which assumes that the essence of a culture is not alterable. Moreover, the cultural 
essence would manifest in all aspects of the culture. Therefore, for the conservative 
intellectuals who wished to preserve the characteristics of Chinese culture, any 
Western thought can be adopted only if it is “suitable” to China. For the anti-
traditionalists, the adoption of Western democracy and science requires radical 
Westernization and the abandonment of the traditional Chinese culture. 

These two trends of thought led to the second sense of cultural particularism: 
the belief that there are essential boundaries between different cultures. For 
example, Liang Shuming criticizes the intellectuals who wanted to implement the 
Western political and social system to China. He writes, 

 
these Western ‘things’ do not come out of nothing; they have their origin. Their 
origin is the fundamental culture of the West. Only based on the fundamentals 
of Western culture can canons, steel shelters, sound, light, chemicals, and 
electricity be produced. These things are incommensurable with Eastern 
cultures.32  
 
This quotation demonstrates the underlying particularism in the debate of 

modernity in the May Fourth era. For the conservatives, Western philosophy 
should not be adopted uncritically because Western philosophy was grown up in a 
different soil. For the anti-traditionalists, Chinese culture has to be abandoned 
because it is not commensurable with the achievements of Western modernity. 
Under this tension, there is no room for a philosophy to be regarded as culturally 
neutral (if not universal).  

 
30 Junmai Zhang, The Academic Foundation for the National Revival of China (Beijing: Renmin 
University Press), p. 62. [張君勵：《民族復興之學術基礎》，北京：人民大學出版社，
2006年，頁 62。] 
31 Shuming Liang, Eastern and Western Cultures and Their Philosophy (Beijing: Commercial 
Press, 1999). [梁漱溟：《東西文化及其哲學》，商務印書館，1999年。] 
32 Liang, Eastern and Western Cultures and Their Philosophy, p. 13. 
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Against this background, when phenomenology was introduced to China, it is 
natural that phenomenology was automatically categorized as an element of 
Western philosophy and was evaluated through comparisons with other 
philosophies in the Western tradition.   

 
2. The universalism in Husserl’s idea of renewal 
 
Why is this cultural particularism or cultural essentialism a hindrance to the  

genuine reception of phenomenology? In this section, I would defend the thesis 
that phenomenology is not only a particular analysis of consciousness or a theory 
of cognition; as a method, phenomenology is also the exercise of “back to things 
themselves” — to suspend the prejudices handed down from one’s own tradition 
and embrace the self-responsibility in philosophizing on one’s own. Without this 
self-responsibility of philosophizing, phenomenology could not be spreaded and 
accepted as it was in the 20th-century continental philosophy. This self-
responsibility, according to Husserl, is also a necessary condition for the renewal 
of culture.  

In a broader context, one should even accept that this self-responsibility is a 
most determining factor for the renewal of Western philosophy since the 
enlightenment, a most remarkable case of renewal in the history of human 
civilization. Kant has defined the motto of enlightenment as: “Dare to Know! Have 
the courage to use your own understanding.”33 This spirit can be chased back to 
Descartes’s practice of the systematic doubt to deduce the ‘I think’ as the absolute 
certainty of knowledge.  

Husserl obviously picks up this line of thought in his phenomenological 
project. In the Cartesian Meditations, Husserl explicitly takes up the “impulse” of 
Descartes work: 

 
not to adopt their content but, in not doing so, to renew with greater intensity 
the radicalness of their spirit, the radicalness of self-responsibility, to make 
that radicalness true for the first time by enhancing it to, the last degree, to 
uncover thereby for the first time the genuine sense of the necessary regress to 
the ego.34 
 

 
33 Samuel Fleischacker, What is Enlightenment? (London and New York: Routledge, 2013), p. 
13.  
34 Edmund Husserl, Cartesian Meditations. Trans. Dorian Cairns. (Dordrecht: Kluwer, 1999), p. 
6.  
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This radicalness of self-responsibility is summarized as the slogan of “back to 
things themselves”. 35  This also means the principle of “freedom from 
presupposition”.36 Under this principle, all unreflected presuppositions, such as the 
belief that there is an objective external world governed by natural laws and 
causality, has to be suspended. This does not mean to nihilate the world and all 
objectivities but to reconstruct objectivity through analyses of how things are 
primordially given to consciousness from the first-person perspective. The 
conscious experience as it is lived from the first-person perspective is, therefore, 
the ground and starting point of phenomenological investigation.  

This idea is also applied in Husserl’s discussion of the renewal of culture in 
the articles published at Kaizo in Japan during 1922-1924. These articles 
contemplate the meaning of renewal in the context of the crisis of European culture. 
In the articles, Husserl highlighted two conditions for the renewal of culture. First, 
it is required that we live in the same life-world. He says, “something new has to 
be done; it must be done in us and by ourselves, through us as members of the 
living beings in this world, shaping it through us and through us Mankind.”37 This 
means the contemplation of renewal should not be done by any particular culture 
or nation but by all human, as members of the humankind, who live in the same 
life-world. Second, this does not mean that the renewal belongs to the collective 
development of humankind or the natural development of history; rather, human 
here means the “free-willing subjects, [who] in their environment actively 
intervene, constantly shaping it [the world].”38 Here one can see that Husserl’s idea 
of the renewal of culture is universal in the first place.39  Although Husserl’s 
philosophy of culture is usually deemed as Eurocentric in many ways, he made it 
clear in the Kaizo articles that renewal has to be done by the subjects who are free 
from the boundary of culture and have the free will to decide the future. In this 
process, a culture is not regarded as an organic whole; rather, the renewal of a 
culture should start with the individuals who can think freely. Zachary Davis 
correctly summarizes the concise sense of Husserl’s idea of renewal, “[c]ultural 
transformation takes place only through the actions of a single member of the 

 
35 Edmund Husserl, The Crisis of European Science and Transcendental Phenomenology. Trans. 
Davide Carr. (Evanston: Northwestern University Press, 1970), p. 168.  
36 Ibid., p. 177.  
37 Edmund Husserl, Aufsätze und Vorträge (1922-1937). Ed. Thomas Nenon and Hans Rainer 
Sepp (Dordrecht: Springer, 1988), p. 5. This is my translation from the German text.  
38 Ibid. 
39 It does not mean that Husserl is a universalist all the way. I will explain how phenomenology 
understands a tradition shortly.       



Kyushin  26  2021  103 

 
 

community, for in these acts the sense of the community is immediately 
operative.”40  

In view of this, the renewal of culture is not based on the model of culture 
which depicts culture as a totality of beliefs, practices, worldviews, theories, and 
philosophies as an organic whole with the determinative essence and characteristics. 
On the contrary, a culture has to be a genetic process which develops itself through 
the free individuals and their radical critique of the tradition. Antony Steinbock 
correctly observes that this “genetic” view of culture is contextualized by Husserl’s 
investigation in genetic phenomenology around the publication years of the Kaizo 
articles.41 Steinbock proposes that one of the central concepts in the Kaizo articles 
is “genesis”, but it is used in a special sense; “Husserl speaks of ‘genesis’ in the 
Kaizo articles, he uses the unrefined term to cover both individual temporalization 
and the process of socio-historical movement.”42 In other words, the renewal of 
culture is founded upon the double process of development of the individual and 
the socio-historical community. Culture is first of all understood as a process 
accompanying the genesis of individual life. Therefore, Steinbock adds,  

 
culture is not merely a unity of pregiven norms, already established in advance, 
whether they be intellectual, artistic, political, or religious norms. Culture is 
most fundamentally for Husserl an ethical domain; it is a “normal” culture 
(normal in the full sense of the word), brought about through human 
accomplishments.43 
 
If the above claim is a promising summary of Husserl’s phenomenology of 

culture, phenomenology is applicable to the renewal of culture exactly because the 
self-responsibility in philosophizing can be the new moments for the normalization 
of culture. In this process, one has the freedom to suspend the traditional norm, 
goes back to things themselves, and set the new norm for the development of 
culture. This is why, according to Husserl, the renewal of culture is subjected to 
the idea of “the best possible”. It is the telos that guides the development and 
pursuit of culture.  

Although Husserl’s idea of cultural renewal was development explicitly only 
in the 1920s, this idea is consistent with the spirit of phenomenological movement. 

 
40 Zachary Davis, “Husserl on the Ethical Renewal of Sympathy and the One World of Solidarity”. 
The Southern journal of philosophy 43, no. 4(2005): 561-581, 563. 
41 Antony Steinbock, “The Project of Ethical Renewal and Critique: Edmund Husserl’s Early 
Phenomenology of Culture”. The Southern Journal of Philosophy XXXII, (1994): 449-464. 
42 Ibid., p. 452. 
43 Ibid. 
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If we consider the publication of the Yearbook for Philosophy and 
Phenomenological Investigation since 1913 as the starting point of the 
phenomenological movement, one can see that this “movement” was not defined 
by any particular theories, doctrines, or beliefs. The statement of the Yearbook 
writes, 

 
It is not a system that the editor share. What unites them is the common 
conviction that it is only by a return to the primary sources of direct intuition 
and to insights into essential structures derived from them that we shall be able 
to put to use the great traditions of philosophy with their concepts and 
problems; only thus shall we be in a position to clarify such concepts 
intuitively, to restate the problems on an intuitive basis, and thus, eventually, 
to solve them, at least in principle.44 
 
In other words, the shared conviction of the phenomenologists was not 

Husserl’s transcendental philosophy of consciousness; rather, it is the conviction 
that only by applying one’s own intuition, the concepts and problems in the 
tradition of philosophy can be restated, re-studied, and resolved. In this sense, 
phenomenology does not abandon any particular tradition; on the contrary, it 
believes that the tradition can only be renewed and re-understood by free 
application of intuition.   

Although it is undeniable that even this loose defintion of the 
phenomenological movement is also based on Husserl’s research on intuition and 
consciousness, Husserl’s “theory” of intuition and consciousness is not that which 
really passes down the movement. Quite the contrary, most philosophers who we 
nowadays recognize as a member of the movement are not satisfied with Husserl’s 
philosophy. Most of them etablished their own philosophy by refuting Husserl. 
Take Heidegger — one of the most influential philosophers in the 
phenomenological movement, as an example. Heidegger’s philosophy is not 
developed based on any particular theory of consciousness or epistemology in 
Husserl’s philosophy; on the contrary, it is based upon a radical criticism of 
Husserl’s idea of consciousness. In the History of the Concept of Time, Heidegger 
proposes that Husserl’s phenomenology is not phenomenological enough because 
the priority of consciousness in Husserl’s phenomenology is an unjustified 
presupposition. Heidegger says,  

 

 
44  Quoted and translated by Spiegelberg, in Herbert Spiegelberg, The Phenomenological 
Movement: a Historical Introduction (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), p. 5.    
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This idea, that consciousness is to be the region of an absolute science, is not 
simply invented; it is the idea which has occupied modern philosophy ever 
since Descartes. The elaboration of pure consciousness as the thematic field of 
phenomenology is not derived phenomenologically by going back to the 
matters themselves but by going back to a traditional idea of philosophy.45  
 
Consequently, Heidegger proposes a new definition of phenomenology in 

Being and Time as: “to let that which shows itself be seen from itself in the very 
way in which it shows itself from itself.”46 This definition of phenomenology has 
eliminated the centrality of consciousness; the “showing itself” does not 
presuppose a (transcendental) consciousness which objectifies the shown and the 
given as a phenomenon. As we would learn from the rest of Being and Time, this 
“showing itself” or unconcealment, according to Heidegger, is the existence of 
Dasein.  

A glimpse of the influence of the phenomenological movement is enough to 
observe that the effect of Husserl’s phenomenology in continental philosophy was 
not brought by its particular findings and theories in consciousness; rather, 
phenomenology became the source of thought for many philosophers in the process 
of “back to things themselves”. In this process, the most oftenly applied reason to 
refute Husserl was that Husserl is not radical enough in suspending doctrines 
handed down from the Western tradition of transcendental philosophy. For 
instances, Husserl was criticized to be following traditional ideas such as 
“transcendental ego”, “pure ego”, etc. Consequently, phenomenologists developed 
their own philosophies by returning to different “things themselves” which they 
think are more primordial, fundamental, or authentic. Heidegger, for example, 
proposes the priority of Being. Sartre criticizes the idea of the ego and studies the 
existence without any presupposition of it. Merleau-Ponty was not satisfied with 
the transcendental realm and he calls for attention to the body. Levinas criticizes 
the priority of the self-same subjectivity and advocates the welcoming of the Other. 
Derrida deconstructs the metaphysics of presence and unveils the priority of 
differance in the creation of meaning.  

These examples could not be fully illustrated within the scope of this paper but 
they are sufficient to demonstrate that philosophers developed new ideas and 
philosophies based on attacking the unreflected presuppositions in Husserl’s 
phenomenology and tried to bring phenomenology to a new beginning and 

 
45 Martin Heidegger, History of the Concept of Time: A Prolegomena. Trans. Theodore Kisiel 
(Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1985), p. 107. 
46 Martin Heidegger, Being and Time. Trans. Jacque Macquarrie and Edward Robinson. (Oxford: 
Blackwell, 1962), p. 58.  
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foundation. Altough these thinkers may, de facto, adopt some findings in Husserl’s 
phenomenology, they position themselves as a free thinker who is capable to reflect 
on and improve Husserl’s phenomenology. Therefore, these thinkers, despite their 
criticism of Husserl, have exemplified Husserl’s idea of renewal, even without an 
explicit reference to Husserl’s idea of cultural renewal published in the Kaizo 
articles. In other words, what phenomenology indeed invoked in the movement was 
the spirit of back to things themselves and taking up the self-responsibility of 
philosophizing.  

In short, phenomenology became influential in Europe not because it 
represented a certain worldview, belief, or value, that is essential to the Western 
culture. Any of such traditional worldview, belief, or value is subjected to be 
bracketed and re-evaluated in phenomenology. Certainly, Husserl and other 
pheomenologists have constructed some theories and some philosophies based on 
their own investigations. However, these findings were not essential to 
phenomenology. Quite the contrary, the critiques of Husserl since Heidegger have 
shown that Husserl’s transcendental phenomenology of consciousness was indeed 
not very convincing for most philosophers. They followed Husserl’s path only in 
the sense that phenomenology can free oneself from the tradition in order to renew 
the culture, the thoughts, and the philosophical traditions in the most radical sense. 
This will of overcoming the hindrance of cultural tradition is what I would call an 
underlying “genetic universalism” in Husserl’s idea of renewal.47  

 
3. The problem of particularism in intercultural philosophy 

 
The above analysis shows that the absence of phenomenology in the early 20th 

century China might have a philosophical reason. A probable underlying 
philosophical reason is that the idea of renewal underlying the mainstream of May 
Fourth Movement was essentially incompatible with the spirit of phenomenology. 
More precisely, while the Chinese intellectuals bothered to choose between 
Chinese and Western culture as two organic totalities of worldview, beliefs, values, 
and social systems, phenomenology rejects the viewpoint that culture is something 
present-at-hand. Husserl holds that culture should be a genetic process in which all 
individual thinkers have the self-responsibility to philosophize on their own at a 
culturally neutral position. In other words, the absence of phenomenology in the 
early 20th-century Chinese philosophy is not a case of divergence between two 
particular cultures but an example of the conflict between particularism and 
universalism.  

 
47 The term is to be explained in the coming section. 
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Contemporary intercultural philosophy usually condemns universalism in 
modern Western philosophy as a form of Eurocentrism that undermines the 
diversity of thoughts and worldviews. Bryan van Norden, for example, criticizes 
the dominance of Western philosophy in contemporary academia and he advocates 
more attention to the so-called “less commonly taught philosophy (LCTP)”.48 
Certainly, it is a fault to regard Western philosophy as the only possible and 
legitimate way of thinking or to examine the non-Western philosophies based on 
the standard of Western philosophy. Eurocentrism in this sense is certainly not 
desirable. However, universalism does not necessary entail this kind of 
Eurocentrism insofar as it is carefully defined and practiced. The universalism of 
phenomenology, I propose, is not necessarily Eurocentric.  

No doubt, there is evidence in Husserl’s work that indicates his Eurocentric 
thoughts. For example, in the Crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology, Husserl says that scientific thinking belongs exclusively to Greek 
and European culture; “it is a mistake, a falsification of their sense, for those raised 
in the scientific ways of thinking created in Greece and developed in the modern 
period to speak of Indian and Chinese philosophy and science (astronomy, 
mathematics), i.e., to interpret India, Babylonia, China, in a European way.”49 This 
critique of non-Western culture is not limited to science because Husserl claims in 
the Kaizo articles that this scientific and theoretic way of thinking is also essential 
to cultural renewal. Consequently, it would give an impression that Husserl 
advocated all cultures should learn and follow Europe in order to renew themselves.  

I propose, however, that Eurocentrism is not an entrenched idea of 
phenomenology. Kwok-Ying Lau has suggested that “Husserl’s determination of 
the Idea of philosophy in terms of ‘pure thêoria’ not only denies the factual 
existence of Indian and Chinese philosophies but also excludes other modes of 
philosophy within Europe.” 50  Lau, however, proposes that Husserl’s 
phenomenology can still be meaningful in many other ways, such as the discovery 
of the pre-theoretical life-world, getting rid of unreflected presupposition, and 
avoiding any top-down theory. These insights can be independent of the 
Eurocentric claim and fruitful for intercultural understanding.51  

In fact, Husserl himself was not unaware of the problem of Eurocentrism in 
his idea of renewal. As he has written in the Kaizo articles, “Finally, then, the 
question is whether every completed cultural humanity, if it has assumed the form 

 
48 Bryan van Norden, Taking Back Philosophy: A Multicultural Manifesto (New York: Columbia 
University Press, 2017), p. 2.  
49 Husserl, The Crisis of European Science and Transcendental Phenomenology, pp. 284-285.   
50 Kwok-Ying Lau, Phenomenology and Intercultural Understanding (Springer, 2016), p. 5.  
51 Ibid., p. 7.  
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of a ‘trans-nation’ [Übernation] over all individual nations, possibly of a trans-state 
over all individual states, turns out to be closed up, even externally, whether it is 
not ethically required, or ethical to grow a community over the whole world.”52 
Although Husserl seems to accept that the trans-nation is inevitable, Steinbock has 
offered a defense which I think is convincing:  

 
If we take Husserl’s insights into the genesis and generation of the optimal 
seriously, then the ethical best possible need not merely refer back to a 
primordial institution; ethical critique and renewal would not have to be 
oriented on “the one world.” In addition to referring back, the institution of 
norms, and thus the development of a culture, can also go beyond the previous 
best possible, despite its teleology, precisely as the best possible; it can 
institute new normalities and new optima.53  
 
In other words, as long as we accept that each individual has the free will to 

reflect on the culture, the “best possible” can ever be re-examined and reformed. 
Hence, the universalism in Husserl’s philosophy of culture should not be 
understood as essentialism — the universal as something predetermined by the 
essence of certain culture or way of thinking; rather, the universal is a possibility. 
More precisely, in the contemplation of renewal, one has to think as a member of 
humankind, think beyond the boundary of culture and aim at a possible universal 
form of culture. This aim is not dogmatic; rather, whether this best possible world 
can indeed be universalized depends on the communication and the reception of 
this idea by other thinkers, who has the same free will and self-responsibility in 
thinking.  

According to Husserl, therefore, cultural renewal requires a culturally neutral 
position. Phenomenology’s universalism is not dogmatically claiming certain ideas, 
beliefs, values, or cultural systems as universal, but it means only the cultural 
neutrality as a point of cultural reflection and renewal. In order to differentiate 
phenomenology’s universalism from other kinds of universalism which advocate a 
shared and universal idea, I would like to call phenomenology’s universalism a 
“genetic universalism” which is defined as the conviction that any individual 
member of any culture is capable to reflect and renew one’s own by positioning 
oneself as a culturally neutral member of the humankind. Although one may not be 
completely freed from any influence of the cultural tradition, the possibility of 
renewal implies that at least some aspects of the culture is capable to be reflected 

 
52 Husserl, Aufsätze und Vorträge (1922-1937), p. 58. 
53  Steinbock, “The Project of Ethical Renewal and Critique: Edmund Husserl’s Early 
Phenomenology of Culture,” p. 461.  
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and revised. “Genetic universalism” stands for the attitude to distance away from 
one’s own tradition when carrying out reflection. Under this attitude, thinkers can 
communicate with and understand other thinkers and other cultures on a relatively 
culture-neutral platform. In this process, a cultural tradition can be renewed to meet 
the challenge and inspiration of cultural differences. Thus, genetic universalism is 
not the enemy of any particular culture because any culture is capable to be 
renewed and preserved in the meeting with another. The renewed culture is still a 
particular culture generated from the “retention” and renewal of its own past.   

Compared with “genetic universalism”, I would like to call the universalism 
that hinder intercultural understanding the “dogmatic universalism”. Dogmatic 
universalism claims that certain ideas, beliefs, values, or cultural systems are 
universal in the sense that they are applicable to any culture immediately without 
any reflection on the particularity of the culture. This kind of dogmatic 
universalism is an obstacle to intercultural understanding because cultural diversity 
is overlooked in the first place. The shortcomings of dogmatic universalism are 
fully exposed in numerous researches on intercultural communications in the last 
few decades.54 However,  unquestioned cultural particularism can also be harmful. 
The common point between domgatic universalism and cultural particularism is 
they do not seek for cultural renewal through radical reflections of one’s own 
culture but to adopte some thoughts, values, systems present-at-hand, be them 
universal or particular to a culture. Cultural particularism is therefore equally 
harmful to intercultural dialogue, and even to the preservation of one’s own 
culture.55 

First of all, the above analysis has already shown that cultural particularism in 
China had limited the reception of phenomenology in China. Based on the 
assumption that culture is an organic whole, phenomenology was regarded as a part 
of the Kantian tradition. Consequently, the thinkers succeeded in analyzing 
Husserl’s epistemology and philosophy of consciousness but they did not arise the 
conviction to reflect and renew Chinese tradition with the phenomenological 
method, as if they can be a phenomenologist themselves. In other words, even some 
Chinese intellectuals had acquianted the discoveries of phenomenology, they did 
not practice it as a method.   

Therefore, unlike the continental philosophers who discover new 
philosophical issues by returning “back to things themselves”, the Chinese 
intellectuals limit themselves by comparing Husserl’s work with realism, 

 
54 See Lin Ma and Jaap van Brakel. Fundamentals of Comparative and Intercultural Philosophy. 
(Albany: SUNY, 2017). 
55 Since universalism has been significantly criticized and universalism was not a dominating 
thought in the May Fourth Movement, I will focus only on cultural particularism.  
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Kantianism, or other thoughts instead of initiating a new philosophical project. 
Zhang Dongsun’s embryo form of philosophy may be a good trial but this embryo 
form was still an immature form of epistemology which did not highlight the self-
responsibility of philosophizing as Husserl did. Consequently, although Husserl’s 
phenomenology meets certain philosophical interests of the Chinese intellectuals 
concerning the problem of mind, consciousness and epistemology, they would 
rather choose to follow Kant, as an ancestor of the epistemological tradition, 
instead of Husserl for acquiring the “totality” of the epistemological tradition in 
Western philosophy. This can show that, with the inference of cultural 
particularism, the main philosophical practice was to understand and analyze a 
philosophical tradition present-at-hand, instead of a radical suspension, reflection, 
and renewal of any tradition. In practice, cultural particularism is incoherent with 
phenomenological method which begins with epoche.  

Cultural particularism was perhaps inevitable in the early Republican China 
because the hidden agenda of culture renewal in the May Fourth Movement was to 
save China from the invasion of the West. This hidden agenda de dicto was 
historical instead of universal. This hidden agenda  was not in favor of  
philosophizing as a member of the humankind, or from the culturally neutral 
position.56 On the contrary, they philosophize as a Chinese intellectual who wants 
to maintain the particularity of China. In this sense, Deng Xiaomang  is 
correct in his Manifesto of the New Critique: “About the May Fourth Movement, 
if I have to tell the fundamental shortcoming; it was not that it radically breached 
with the tradition. On the contrary, it was that it, on the deepest level, could not 
eliminate the trace of the tradition.”57 This tradition Deng meant was the Confucian 
tradition that intellectuals are first of all responsible for the stability and strength 
of the country. Even for those who urged for total Westernization, the hidden 
agenda was to make China “strong again”. Against this background, although 
phenomenology contributed some insights to questions concerning those Chinese 
thinkers, it might not be a good candidate of fulfilling the pragmatical needs of the 
mainstream Chinese intellectuals.  

 
56 I should emphasize that not all intellectuals shared this agenda. For example, there were a few 
cosmopolitans and universalists in the May Fourth Movement. Nevertheless, these voices did not 
constitute a sufficient soil for the reception of phenomenology. Most cosmopolitans and 
universalists take a particular ideology, such as Marxism or liberalism as universal. Therefore, 
they fall into the category of “dogmatic universalism”. As a result, most universalists would refute 
the traditional culture as a whole. In this sense, they are not much different from the cultural 
particularists who assume that a culture is a totality present at hand. They fail to see that culture 
is a genetic process capable of renewal.       
57 Xiaomang Deng, Critiques and Enlightenment (Wuhan: Chongwen Shuju, 2019), p. 177. [鄧
曉芒：《批判與啟蒙》，崇文書局，2019年，頁 177。] 
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Second, I would further suggest that cultural particularism is not only an 
obstacle to culture renewal but also to the preservation of the tradition. This ironic 
phenomenon can be viewed by comparing how tradition was treated in Western 
enlightenment and Chinese May Fourth Movement. Donald Rutherford proposes 
that  

 
[w]hile some of its [enlightenment] best known figures describe their projects 
in revolutionary terms, recent scholarship has documented the extent to which 
even these philosophers remain tied to the ideas and arguments of their 
precedors. Philosophical theories are rarely, if ever, entirely new creations.58  
 
This phenomenon should not be evaluated negatively as the enlightenment 

thinkers failed to make a radical breakthrough from the tradition. Instead, Husserl’s 
phenomenology of renewal explains why the preservation of tradition is possible 
in the genuine sense of renewal. More precisely, if cultural development is a genetic 
process, any cultural heritage, including the philosophies and thoughts, cannot be 
entities present-at-hand but they belong to the generative process of the culture. It 
is through the present reflection and renewal that the meaning of the tradition can 
be acquired, re-activated, and sustained. For example, when Husserl picks up 
Descartes’s idea of the ego as a tradition, he does not take it as the heritage and 
doctrine but he aims to verify this again by a radical reflection. In this process, the 
tradition is preserved as something still meaningful and reasonable at the present. 
In this sense, the tradition is meaningful not because it is a part of the historical 
past of the culture but because it is meaningful for the present reflection by the 
contemporary thinkers.  

On the other hand, when the May Fourth intellectuals regard culture as an 
organic whole without the awareness of the self-responsibility in philosophizing, 
the old culture could not be renewed by the re-interpretation in the contemporary 
time. If something new has to occur, the only possible way is to adopt something 
totally alien from the old culture. There was no place for the negotiation between 
cultures on an open platform. Therefore, Chow Tse-Tsung  clearly 
summarizes the essential difference between the May Fourth Movement and the 
European Renaissance: 

 
The Renaissance in Europe was in a sense the rebirth of interest in an ancient 
civilization, a seeking to substitute Greek and Roman ideas for those of 

 
58 Donald Rutherford, ed., The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006), p. 15. 
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medievalism. The study of these ancient civilizations was an aspect of the 
revolutionary side of the Renaissance as a whole. But the May Fourth 
Movement was far from being a restoration movement. On the contrary, it 
aimed at the transplantation of a modern civilization into an old nation, 
accompanied by bitter criticism of the old civilization.59  
 
This comparison indicates the ironic situation of cultural renewal: While the 

Western thinkers aim at breaking through the tradition and create something 
radically new, the tradition is preserved in the new creation; while the Chinese 
intellectuals endeavored to save the particularity of China, the Chinese tradition 
was sacrificed to the pursuit of Westernization and strengthening of China.  

This difference in the understanding of cultural renewal was an underlying 
difference between China and the West in the early 20th-century that has often been 
overlooked. Although Chinese intellectuals at that time indeed acquired a lot from 
Western philosophy, science, sociology, psychology, engineering, and different 
disciplines of Western arts, the absence of phenomenology in this movement of 
reception of Western culture shows that what concerned Chinese intellectuals were 
the cultural achievement already made (as something present-at-hand that can be 
imported to China), instead of the spirit of renewal as the self-responsibility to 
philosophize and create something new for the future. Against this background, 
China did not possess the condition in favor of the development of phenomenology 
as it was in Europe. This condition was changed only after the 1980s when a less 
pragmatic academic environment flourished in China.60   

 
Conclusion 
 
In this paper, I tried to render a philosophical explanation of why 

phenomenology, as a most influential philosophical movement in 20th continental 
philosophy, was almost absent in the era of reception of Western philosophy in the 
May Fourth Movement. I first concluded that the early introductions of 
phenomenology have interpreted it as a branch in the Kantian tradition or a special 
theory in epistemology or philosophy of consciousness, but failed to see the spirit 
of phenomenology as “back to things themselves” without presuppositions and 
prejudices handed down from the tradition. By analyzing the influence of 

 
59 Tse Tsung Chow, The May Fourth Movement, p. 340.  
60 For more information about the spread of phenomenology in China after the 1980s, please refer 
to Liangkang Ni and Xianghong Fang, “Phenomenology in China and Chinese Phenomenology,” 
Chinese Social Science Evaluations 4(2016): pp. 26-33. [倪梁康、方向紅：《現象學在中國與
中國現象學》，載《中國社會科學評價》，2016年第 4期 ，頁 26-33。] 
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phenomenology in continental philosophy, I showed that phenomenology became 
influential in Europe because it invoked the self-responsibility of “back to things 
themselves” and philosophizing at a new beginning. This idea of renewal was not  
compatible with the hidden agenda of the May Fourth Movement as to acquire the 
achievements of Western culture in order to strengthen the national power of China. 
This hidden agenda implied a cultural particularism in the early 20th-century 
Chinese philosophy, which had hindered the genuine reception of phenomenology. 
Although the absence of phenomenology, de facto, may also be caused by other 
historical factors, a philosophical analysis at least shows that the mainstream 
philosophies under the May Fourth Movement did not provide an environment in 
flavor of the spread of phenomenology as it was in Europe. Therefore, the absence 
of phenomenology in early 20th-century Chinese philosophy exemplified not the 
conflict between East and West but that between genetic universalism and cultural 
particularism. The implication of this case of intercultural philosophy is that 
cultural particularism can also be harmful to intercultural dialogue and even the 
preservation of one’s own cultural heritage. In effect, it could be as harmful as 
dogmatic universalism, which has long been criticized as a main obstacle to 
intercultural understanding. In order to foster genuine intercultural communication, 
one should not go into either the extreme of dogmatic universalism or cultural 
particularism. A more favorable attitude should be the “genetic universalism” 
which advocatesthe self-responsibility in philosophizing as a member of the 
humankind, without the limit of one’s own tradition, in the contemplation of 
cultural renewal.   
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西谷启治论虚无主义与“空” 

―以《宗教是什么》为中心― 
 

张 政 
 
【摘要】众所周知，西谷启治哲学的关键词是“通过虚无主义克服虚无主义”。从西谷

开始自己的哲学思索，虚无主义便是一个挥之不去的问题。在《虚无主义》（1949）

这本书里，西谷区分了两个层面的虚无主义，一个层面是历史的，一个层面是个人的。

应该说，西谷对虚无主义历史层面的关注贯彻始终。在《虚无主义》里，西谷对欧洲

虚无主义的历史发展做了细致的梳理，但还没有明确提出克服的路径。到了《宗教是

什么》（1961），西谷提出意识之场、虚无之场、空之场的说法，为克服主客二元论、

虚无并最终进展到一切事物如实安立的空之场提供了理论依据，这部分内容将是本篇

论文的重点。 

 

【关键词】西谷启治 虚无主义 历史 意识 空 

 

一 西谷前期思想的主要关注 
 

本论文中，笔者将以西谷《宗教是什么》（全集第 10卷）为中心，梳理西谷理解

的虚无主义以及如何用“空”来克服虚无。《宗教是什么》可以说是西谷中期思想的代

表作，而西谷思想进展到这一阶段之前，必定已经有许多与虚无主义相关的论述。因

此，笔者首先关注西谷前期思想的发展。 

在《根源的主体性哲学》（全集第 1卷）（1940）这本书里，西谷区分了与宗教有

关的三种立场，分别是近代的人类中心主义立场、终末论立场（信仰的立场）以及神

秘主义的立场。西谷认为，“近代意识最根本，或最一般的特征是人类中心主义，或

自我中心主义”（N1ꞏ106）1。也即“人一切的行动都是为了人自身，以自身为目的，为

 
1 本论文对西谷文本的引用均来自《西谷启治著作集》（东京：创文社，1986-1995），采用“N
卷数ꞏ页码”的格式标记。 
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了自身而存在。这是近代人意识层面、无意识层面的根本信念。”（N1ꞏ107）。当初神

是人一切行为的归宿，但近代人自我意识觉醒以后，不再被神束缚，行为的旨规还原

为个人。与此同时，最初自然科学的发展同样是为了证明神的伟大。比如牛顿写作《自

然哲学的数学原理》，是为了追寻上帝的荣耀而探寻自然规律。但随着神的消散，自

然科学日益成为一门独立的学科，把世界看作纯粹机械的运作，因而人类不断推动科

学探究，试图彻底对这个自然世界进行宰制。而进入近代，在人的伦理方面，越发强

调人性的根底是追求快乐的冲动、本能、激情等等，以人自身的幸福为归宿。西谷总

结道，“这样的人类、自我中心主义，自然机械观、幸福主义等，不仅它们具有相应

的历史意义，同时也是近代个人与社会一切弊病的根源”（N1ꞏ108）。 

那么，西谷所指的弊病是什么呢？“抛弃神、自然、人，在这内容空虚的根底，

是本质的虚无性”（N1ꞏ108）。也即从人类中心主义立场出发，人的一切所为都是为了

人类自身，但人类自身又是为了什么呢？一切都是相对的时代，没有终极目的。“人

类、或自我，不仅使一切归于自我，或者说正由于此，关于自身生命的根本意义，只

能是‘为了生而生’这样的无意义。这里敞开了近代人类、或自我根底的虚无性”

（N1ꞏ108）。 

应该说，西谷对近代人类精神状况的诊断绝非孤例，罗洛ꞏ梅对比中世纪集体主

义与近代西方人个性结构中的个人主义本性后，写道： 

 

“中世纪的概念认为人只是社会有机体的一个单元，相较于此，文艺复兴时期则

认为人是独特的实体，社会只是烘托个人功成名就的背景。乔托时期与文艺复兴

全盛期的主要差别是，前者肯定小人物的价值；但是在文艺复兴全盛期，有权能

的个人开始受到重视。这种现象是当代焦虑模式的根本……。”2 

 

罗洛ꞏ梅还引用布克哈特谈论当时个体性的言论，“人格的根本之恶也是它的伟大

之处，即过度的个人主义……施加于他人身上的自我中心主义的胜利景致，驱使他（个

体）螳臂挡车以防卫自己的权利”3。只不过罗洛ꞏ梅整本书以焦虑的角度切入，并非西

 
2 罗洛ꞏ梅：《焦虑的意义》，朱侃如译，广西：漓江出版社，2016年，第 163页。 
3 罗洛ꞏ梅：《焦虑的意义》，第 164页。 



《求真》 第 26号  2021 年 119 
 

谷反复论述的虚无。但近代人难以克制的焦虑，与其根底的虚无当然有紧密的联系。 

近代人追求自我的解放，自由、平等、幸福等等，但局限于自我中心的思维方式，

解放反而成为一种捆缚。“不彻底斩断人类中心主义，无论如何努力，近代人也不可

能从捆缚中解放。他们无法斩断盘踞在个人与社会根底的病根”（N1ꞏ109）。毫无疑问，

此时已不能简单地回到信仰，那么为了从自我的捆缚中觉醒，就必须寻求更彻底的道

路，也即人必须通过 自身否定自身、否定自我，唯有通过对自我的绝对否定才能探

寻新的可能性，这新的可能性必然是要比近代主体性更深的立场。宗教生的本质就体

现在绝对否定之中。这当然也是西谷最为赞赏的神秘主义的立场。在此立场上，有自

我的完全消解，这是迈向新生的前提。 

此时阐述的主题尚属于西谷的早期思想，大多写于三十年代，到了后来，很多论

述展开得更细致、更深入。但笔者始终认为西谷在其思想发展的早期，主要的论述方

式、关注的主题就已基本确定。此时，西谷谈到从近代人自我根底涌现的虚无性，但

他同时指出，“这并非指示在世纪末的思想和精神氛围中出现的虚无主义，这种虚无

主义的现象，它的特征是近代意识敏锐的自觉与坦诚的告白……”（N1ꞏ109）。而此近

代意识最为敏锐的代表无疑是尼采，因而西谷后来在《虚无主义》中着重阐释尼采。

而其实在同一时期，西谷还有一本比较重要的著作，即《宗教哲学》（1945），其中，

西谷区分了与绝对他者相关的三种态度，首先是信仰的态度，即“相信从彼岸而来的

救济、从彼方伸过来的恩宠之手，因为信仰而被拯救，确定被救济、接纳”（N6ꞏ3）。

信仰建立在人与绝对他者人格性的关系上，由此人绝对地从属于绝对，因而信仰与理

性针锋相对。 

第二种是认识的态度，即“从信仰开始，然后尝试把信仰的内容当作普遍的真理

来理解”（N6ꞏ6）。这种态度的典型便是安瑟伦的“为理解而信仰”。在多个方面，认识

的态度与信仰的态度之间存在对立。首先，认识的态度以人的自主性为前提，把神当

作客体，本来是活生生的神，现在成了人的表象，有沦为空洞概念的危险。其次，人

与神之间不可通约的异质性沦为非人格的同质性、抽象的普遍性。另外，它也丧失了

历史的维度，是一种非历史的观法。 

还有一种，即体验的态度。一般意义上，人总是把体验理解为主观的、内在的、

自我中心的、或人类中心的。但西谷理解的体验却是最非主观的、非内在的、非自我
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中心的。一般的理解总是认为先有自我，然后自我有体验。但西谷却认为打破自我之

处，体验才发生。信仰的态度和认识的态度都建立在自我与对象（人格的或非人格的）

的关系上。而“宗教层面体验的态度……，翻转了立足于信仰与认识态度上的自我与

对象之间的关系。这是从底部打破自我，在自己脚下进入绝对他者。”（N6ꞏ25）。在

这里出现了脱底的主体性。而在西谷看来，最能代表体验态度的正是神秘主义者。 

笔者简述上述的西谷初期思想，是为了展示西谷思想发展脉络，找到一贯的线索。

只要稍加留心就可注意到，西谷在《根源的主体性哲学》提出的三种与宗教相关态度，

即文化主义、末世论、神秘主义，到了《宗教哲学》则被阐述为认识、信仰、体验。

应该说，文化主义与认识的态度相对应，末世论与信仰的态度相对应，神秘主义与体

验的态度相对应。第一组对应强调的是人以自己为主体、为目的，信赖人的理性，从

理性认识的角度去把握世界、把握绝对者。第二组对应强调的是人让渡自己的理性，

把自己完全交给绝对者，以绝对者的要求、规定为依准。第三组对应则是打破人与绝

对者的对向、对立、彼此分离，而在更深的底层找到人与绝对者的相互贯通。从西谷

三十年代到四十年代的思索轨迹来看，至少可以看到两点，首先，近代主体强调自我

中心、试图以人的理性为准绳解决人生所有问题，但以人自身为根基却导致虚无性的

产生，这意味着人运用理性有其限制，理性绝非万能。由此出发第二点，西谷寻求比

近代主体性更根本的根源主体性，克服虚无。根源主体性要求人自身的崩裂，寻求从

绝对否定向绝对肯定的转换，这是贯穿西谷整个思想发展的线索。 

从以上的线索来看，信仰与知性、虚无主义的克服、自我的否定、宗教中的人格

性与非人格性、宗教的生等等主题，很早就开始出现在西谷的论述之中。并且“在关

于宗教的理解方面，与西田几多郎、波多野精一等优秀的前辈相比，西谷显著的特点

体现在他对现代时代精神状况的准确把握。”4西谷哲学常被冠以“宗教哲学”的名号，

针对这个概念，西谷自己在“宗教哲学——序论”这篇文章里提到，宗教哲学并不是以

宗教为研究对象的哲学，宗教哲学的一个核心问题是探讨宗教与哲学的关系，当然，

这种探讨必然是以面对时代的精神问题为背景。在西谷看来，宗教与哲学的关系，也

即宗教哲学发生与发展的历史，是按照三种态度顺次展开。首先是特定宗教哲学式的

 
4 石田庆和：《西谷宗教哲学的形成》，《溪声西谷启治ꞏ思想篇》，京都大学宗教哲学会编，京都：
灯影舍，1993年，第 8页。 
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自我反省的态度，比如英国的理神论，但哲学的立场尚未达到完全的自觉。然后是以

理性为基准建构宗教的内容的态度。在这个阶段，宗教哲学开始在最原初的意义上成

立，从康德至黑格尔的发展便是其中典型。第三种态度以新康德学派至黑格尔之后的

正统哲学为代表，即探寻宗教固有的根源，但仅仅停留于哲学式地反思其内容，也即

只是对宗教做形式的反思。那么，西谷的问题便是宗教哲学还可以有其他表现吗？现

在宗教哲学的任务是什么？对此，石田总结到，“在现代，人、世界、神这些基本概

念越发分裂，从前宗教的诸多观念与新的世界观之间裂痕丛生，宗教哲学现在的任务

是克服由此而来的世界与人之间、神与人之间关系的分裂，并且通过建设彼此之间新

的关联而摆脱精神的分裂。”5与笔者上一段论述的西谷思想发展轨迹相对照，可以说

与石田的总结相当吻合，即借助对时代精神状况的分析，西谷试图重新激活宗教与哲

学的潜力，重新思索从时代困境突围而出的路径。 

接下来，笔者将以西谷《宗教是什么》（1961）为核心，继续追踪其思想发展的

路径——从探讨虚无主义，深入到佛教“空”的思想。 

 

二 基督教的人格性危机与科学的问题 

 

《宗教是什么》虽然发表于 1961年，其实其中的六篇论文都发表于五十年代。

前四篇论文发表于创文社的《现代宗教讲座》（1954-1955年发行），然后在成书前又

添加了两篇。按照西谷的说法，“各篇的关联性并非一开始就设定好的，但思想是前

后一贯的”（N10ꞏ1）。 

在《虚无主义》这本书里，西谷追踪了近代欧洲虚无主义的发展，从观念论向实

在论的转向，并最终走向完全的虚无主义者——尼采。尼采以最清楚无误的笔调写出

伴随“上帝已死”之后而来的价值崩塌、价值真空。尼采追踪虚无主义的发展，在柏拉

图主义设定的实相界找到端倪，而后基督教承继柏拉图主义的基本设定，伴随历史的

发展进程，信念最终破产。如果说尼采在基督教的二重世界里找到虚无主义的来源，

那么，对于西谷而言，基督教之所以引发后来的虚无主义，关键在于神的超越性与人

格性（参见 N10ꞏ43）。 

 
5 石田庆和：《西谷宗教哲学的形成》，第 15页。 
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按照基督教的教义。神从无之中创造万物（Creatio ex nihilo），以存在而论，可以

说神是绝对的唯一的有，而万物是绝对的无。基督教强调神的超越性，也即有与无之

间存在绝对的分离，两者彼此隔绝，万物不可能是神，神也不可能是万物。也即奥古

斯丁所言：“天地间的万物都诉说着自身由神所创”（N10ꞏ43-44）。换言之，万物的存

在彰显了神的荣耀、诉说神创世界的大能与大爱，但同时又与神绝对分离。因此，西

谷说道，“在这样的情况下，我们在世界的任何地方都不能与神相遇。反而，在世界

的任何地方，在一切事物的根底，与虚无——万物‘从无中被造’时的虚无——相遇。

此虚无是将万物与神隔离的一堵墙。因而，与虚无相遇，就非与所谓作为铁壁的神相

遇不可”（N10ꞏ44）。因此，人在与神当中的绝对否定性相遇之时，也与神的恩惠和力

量相遇。总结来看，可以说“神的绝对超越性是在人与神的人格性关系中，透过罪的

自觉，以畏惧而与其相遇”（N10ꞏ46）。在超越的神面前，人的存在被视为罪而要被否

定，由此可以看出人与神之间相互排斥的倾向，而这隐藏在神与人之间的纽带——人

格性关系中。 

关于人格性关系的论述，西谷早在三十年代已经开始有所涉及，收录在《根源的

主体性哲学》里的文章《近代意识与宗教》，其中一节标题为“宗教的人格性”。西谷

写道，“如果人和万物是有，那么与此相对，作为绝对他者的神便必定是无。……相

反，若神是有，那么人和万物就必定是无”（N1ꞏ112）。在基督教的语境下，这描述的

是神与人之间的绝对对立。接下来，“若神是人的绝对否定，作为绝对他者，毫无疑

问，神不能被拟人化，人也无法在其上附加任何人格性，但仍存有人格被思考的余地。

即人格的非人格性，或非人格的人格性”（N1ꞏ112）。这里，西谷实际上提出了关于一

般基督教意义上的人格性关系全新的理解，也即人格性关系的底层还有人格的非人格

性，或非人格的人格性。可以说，这种理解是京都学派的传统，即神的超越性要在神

与人之间的内在性关系里得到理解。 

到了四十年代，西谷区分人与绝对他者的三种关系，认识、信仰、体验，毫无疑

问，信仰的态度建立在神与人之间人格性的关系上，而体验的立场却是建立在超越意

识的自己的主体性之上。西谷进一步分析道，“宗教中体验的态度并不停留于信仰态

度上人格的立场，……在超出自己这点上，意味着超越人格，在人格的背后接触非人

格。……最终体验是与人格相即并超出人格。这是从背后诞生人格的非人格，把人格
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作为自身现象的非人格”（N6ꞏ32）。针对基督教，西谷写道，“在与三位一体相关的思

辨背后，我们不能忘记接受活生生的神、并且在新生的自己内部感知‘活生生的神’的

体验”（N6ꞏ33）。人格性关系代表了一种对向关系，外在于自己，而真正的信仰是有

生命的，它必定在内部与神是一，这也是体验的立场，在人格性的底部看到更为广大

的生命洪流，这就是人格性底部出现的非人格性。 

 那么到了五十年代，关于宗教的人格性问题，西谷又有怎样的论述呢？“虽然可

以把神的完全性看做具有空己的无我爱的性格，但与其说这表示基督所说，且要求人

的空己或爱的行动，不如说是呈现‘完全’的存在方式。也即如前所述，从一开始，空

己的性格就本质上包含在神的完全性当中；也可以说，爱这样的行动乃是作为此完全

性的具现，或学习此完全性而成立。……，若爱的作用具有人格性的性格，那我们不

得不认为神的完全性以及作为完全性的爱，比人格性更为根源，人格性是作为完全性

的具现或模仿才能成立。在此意义下，其中含有一种超人格性乃至非人格性……也即

前述人格的非人格性的性格”（N10ꞏ68）。从以上引文可以很清楚地看到，西谷的观点

一直没有变化，人格性关系必定要到非人格性的根底才能找到自身真正的依据。 

以上，笔者回顾了西谷各个时期关于神与人之间人格性关系的论述，其实是为了

给出一个背景，让读者理解西谷何以从基督教神的人格性出发论述宗教与科学的关系，

并最终在人格的非人格性维度重新找到超克宗教与科学之间分裂的途径。. 

如果我们回顾中世纪的世界观，就可以看到自然界和人世的秩序都被包含在神的

秩序里面，被一个大的宇宙秩序所统一。也即宇宙中的一切事物都各得其所，各有各

的位置，这种秩序也可以认为是合目的性的，这个秩序反过来也被认为是彰显神的存

在，世间的一切都是为了凸显神的伟大秩序。但西谷认为，这种世界的和谐景象随着

科学的发展被破坏，自然观从目的论转向机械论，自然与人的关系也发生了根本的转

变。他写道， 

 

把事物的本质看做物质这科学合理主义的一面，表现了支配世界的人理性的权能。

这并非以往在神的秩序中成立、依从于神秩序的理性立场，而是打破神的秩序而

成立的人的理性立场。以物质、机械论的方式来看世界，就丧失了目的论所言的

秩序是依从于神的“人格”意志的意义。世界就变成与神的人格性毫无关系的性
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格。同时，另一方面，……，当说世界中的事物是物质的，其中便含有它受人支

配、绝对被动的含义。相对的，支配世界的人也就会自觉到自己的理性是绝对的

能动者，拥有绝对自由。……理性已经没有机会，也没有必要意识到自身是存在

于神的秩序当中，或从属于神的意志（N10ꞏ61）。 

 

本来，在神人关系中，世界只是作为一个背景出现，并未占据很重要的位置。但

科学兴起后，人运用自身理性探索世界，理性成为主动，世界被看做是物质、受机械

规律控制，只具有全然被动的含义。在这个不断深化的过程中，世界越来越呈现出对

人毫无关心、丧失人格性的姿态。也即“相对于人的存在方式而言，世界从合目的的

调和，转向吊诡的矛盾关系。……世界的完全非人格性，既与人的人格性异质，也与

神的人格性异质。世界成为横切人神之间人格性的关系者”（N10ꞏ57）。由此可知，随

着历史发展，基督教和谐的神人关系，也即人格性关连被打破，世界成为一个完全异

质性的力量，横亘在人的目前，统和力量的丧失，这是基督教价值面临的最大难题。 

而关于宗教与科学的问题，西谷早在《宗教哲学》就有所涉及，其中有一篇文章，

题目为《宗教与哲学——哲学、宗教与科学的立场》。关于三者的关系，西谷写道，

“哲学从神学获得解放，支持了哲学自立的立场……，是在哲学成立之时孕育的科学”

（N6ꞏ104）。而“哲学的成立之中孕育了科学，意味着理性的自立中蕴含了悟性的自立”

（N6ꞏ104）。在这里，西谷区分了哲学和科学，他认为哲学立足于理性，科学立足于

悟性，而悟性脱胎于理性。那么，悟性有何特点呢？“它着眼于事物，把它作为要素

进行分析，求取要素结合的一般法则，表现为科学的思维。在这个立场上，自然与社

会都被机械论地看待。在相当意义上，机械论的观法构成了悟性的本质”（N6ꞏ105）。

由西谷的分析可知，悟性表现为一种对象思维，也即设置思维主体和思维客体，把客

体作为外在的客观事物进行研究，探究其运动、变化的规律，构成一个统一法则的世

界。悟性完全投入到客观事物中去，这个过程与思维主体本身的活动没有任何关系，

因此悟性必然呈现出抽象、空虚的样态。 

与此相对，理性“总是要在客观与主观相连接的全面性之上，寻求客观与主观的

统一。这统一性的内容，既是主体也是客体的根本内容。这统一性的内容就是理性的

内容。思维只有在现在所说的立场，才首次具有内容，成为具体的思维”（N6ꞏ106）。
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悟性只偏重客体，完全无视主体。理性寻求主体与客体的统一，或者也可以称为客观

的主体化和主体的客观化，并没有一个所谓独立于主体的世界，而是客观的世界要被

主体化，主体要到客观的世界中寻求一种内面的统一，由此而寻求主体的自觉。也即

“这种客-主体化和主-客观化的交错，正是理性的立场”（N6ꞏ106）。 

正因为悟性不包含主体的自觉，对自身的根据毫无认识，只专注于客体对象。因

此悟性若不调转方向，便无法提升至理性，但仍包含于理性。只是西谷称之为理性的

最低面，作为科学的纯粹悟性立场，是包含于理性的一个极限。如今科学突飞猛进，

主客整合的理性的面向越发被抛之脑后。西谷分析到，在传统形而上学中，关于感性

事物的认识，可以归结为 scientia（知识），而关于超感性事物的认识，即认识理念，

可以归结为 sapientia（智慧）。知识最终要回到智慧，也即向内返归自己的源头。科

学刚诞生之时，毋宁说就是担当了此功能。但随后科学越发成为一个独立的力量，也

即从根本上否认二重世界的认识，否认传统形而上学的架构。简而言之，在近代发生

了剧变，科学取代了形而上学，知识获得了原理上独立的地位，这种取代西谷从两个

方面进行了分析： 

 

二重世界说里，感性的事物被看做无常且有限，并不具有稳固的存在，通常被看

做非实在、假象等等，与此相对，近代科学不这么看。在无常与转变之中，看到

从数学计算得出的运动，看到不变要素之间结合的变化，运动与变化受到不变法

则的支配。在变化事物的内部探寻不变的法则，取代了在变化事物的彼岸探寻不

变的实在。不如说变化之物作为不变法则的表现，在不变的基础之上被看到。因

此，科学并没有从感性的世界意识到无常感和有限性，不如说克服无常感和有限

性，赋予其安定感和秩序。……第二，形而上学……与人的存在作为主体的问题

相关联，人把自己世界中的存在作为实存来理解，把万物的无常流转与自身存在

的无常流转合一，在其中提出了超越的要求。旧形而上学包含的二重世界说背后，

其基础是宗教的实存。但……此世界的无常性、世界的转化在完全中立的、非实

存的科学精神中无法呈现。（N6ꞏ115）。 

 

毫无疑问，这一部分是西谷关于科学与宗教之间关系的重要论述。形而上学在感
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性世界的彼岸设置超感性世界，把超感性世界当做感性世界的依据。而科学否定彼岸

世界，在感性世界的有限性之中探寻无限性，即不变的规律、法则。人在形而上学中

寻求的两个主要方面，一个是确定感、秩序，还有一方面是人的实存理解，前者现在

由科学来提供，而科学立足于纯粹悟性的立场，与主体毫无关系，因此与人的实存没

有任何关系。那么，现在再回到西谷的《宗教是什么》，就可以很好地理解为何他说

世界呈现的非人格性异质于神与人的人格性，世界成为横切人神之间人格性的关系者。

他所指的世界是科学视角下的世界，作为纯粹的客观世界出现，被机械论统治，一个

非情、物质世界。它完全与人的实存无关，并且越来越被人接受为真实的世界，它与

基督教教义下呈现的世界样貌截然不同，完全切割了以人为中心的世界整体。 

在西谷看来，一般的宗教，如基督教代表了人追求“生”的一面，只从“生”的一面

来看灵魂，以此为基础把握人格和精神。而科学却以“死”的样貌横切了“生”，使得这

个世界荒凉、死寂。但西谷认为，“生”从一开始就与“死”为一，一切生物原本就可以

从死的相貌来看待。因此无论从“生”的一面来看待主体性问题，或者从“死”的一面来

建立主体性，都只包含了主体性的其中一个面向。超越生死分隔，有生死一体更为根

源的立场，从而挣脱宗教与科学之间陷入的死局。而探寻此更为根源立场的历程，西

谷是借助对意识之场、虚无之场和空之场的分析来展开。 

 

三 意识之场、虚无之场 

 

关于虚无的论述，毫无疑问，更早值得关注的西谷著作是《虚无主义》（1949）。

其中，西谷把时间定位在 1830至 1850年间，当时欧陆哲学开始从观念论（idealism）

转向实在论（realism），在叔本华、克尔凯郭尔、费尔巴哈的思想中，可以看到实在

论者已经开始质疑、攻讦、拆毁传统的价值观念，塑造新的世界图像。但西谷认为，

在这个阶段，虽然存在当中的虚无已经被注意到，却尚未抵达彻底的虚无主义立场，

因此只能是朝向虚无主义的前阶段，他们尚未明确地提出历史批判。真正明确“欧洲

虚无主义”这个历史问题的人是尼采，因此尼采是《虚无主义》论述的重点。尼采提

出要进入历史中探寻超越的方法，这给了西谷很大震动。《虚无主义》通过回顾历史

审视虚无主义。但这里提到的从意识之场、虚无之场走向空之场的路径，更多是从非
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历史的角度来进行论述，即个人深化自觉、走向开悟的不同阶段。 

笔者上一节着重论述了基督教的人格性危机与科学之间的关系，而科学的成立与

发展和人拓展自身的悟性能力紧密相关。悟性是一种对象思维，着重于对事物进行独

立于主体的客观分析。悟性便可以定位在西谷理解的意识之场，“在意识之场，一切

事物都被当作客体的存在来接受，与此相对，建立自己意识的自我作为主体而存在。

一切事物与意识形成对立，被当作外在的实在”（N10ꞏ122）。由此可知，意识之场的

特征就是主客分立、内外对立。我被设定为认知的主体，与我相对的外物则被当作认

知对象，认知就是不断追问什么是“实在”（也即实体）的过程。从西方哲学的脉络来

看，意识之场可以对应西方形而上学，以亚里士多德和康德为代表。亚里士多德就是

以实体（substance）范畴来思考有或存在。而所谓实体，是指“当事物所拥有的偶然的

各种性质不断变化的时候，使事物作为此事物自身而存在者，使其保持自身的同一者”

（N10ꞏ124）。立足于意识之场，始终从意识出发进行追问，同时也把其他实体当作客

体。康德综合了经验论和唯理论，认为要认识外部事物，仅仅依靠被提供的感性材料

并不够，还在于认识主体本身具备的先天范畴。但他的理论仍然以意识为中心。那么，

作为近代哲学之父的笛卡尔，他的哲学也可以被划入意识之场。笛卡尔确定了无可怀

疑的“我思”，但西谷却质疑意识如何能够证明自身的自明性，并认为笛卡尔无法为意

识给出其他证明，因为他的哲学始终立足于意识之场，始终是以自我为中心来思考自

己，由此认为在意识之场显示的自我意识和自明性无可怀疑。 

而由笔者论述过的西谷的思考方法来看，毫无疑问，对于从意识立场出发探讨实

在的哲学，西谷并不认为它们能够真正解决现代所面临的问题，相反，这种以自己为

中心的探寻方式，被西谷批评为我执。在意识之场，无论实体还是主体都确定无疑，

因此无法探问自身之纵深，而要探问这点，就必须打破主客对立、看似稳固的认知模

式，暴露其更深层次的“无根基”，寻求突破，也即让虚无之场涌现。 

关于从意识之场向虚无之场的转进，西谷这样论述： 

 

……对虚无的自觉必然是对自己自身的自觉。也即并非客观地看见或表象虚无，

而是自身完全成为虚无，这是从自己的存在界限而来的自觉。这种自觉并非自我

意识，而毋宁是从意识—自意识之场的突破。意识之场是自己的存在与事物的存
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在相关联的场所，简言之，仅限于存在，存在根底中的虚无被掩盖了。在此，自

己虽然是主体，但也被自我意识表象为自己，即被客观化，被当作一种存在来把

握。但是，只有打破此意识之场、仅限于存在之场，立足于其根底的虚无之时，

才能抵达不被客体化的主体性。这是比自我意识更深层的根源性自觉。以主体性

的方式立足于虚无，也就是自己更深一层地成为自身。在这当中，自己自身的存

在与一切事物的存在都被无化为一。这无化并不是指消失不见，而是虚无在存在

者的根底涌现。也就是说，主体性地跨越意识之场、内外隔离的关系之场，在内

与外的根底之中开启一个虚无。（N10ꞏ22）。 

. 

由西谷以上论述，可以知道意识之场呈现的自己只是一种表象，与自我对立，并

没有深入到自我作为一个有限个体的实存性自觉，而这种自觉，比意识的方式更接近

真实的主体状态。在这里，西谷提到了萨特和尼采，对比西谷对此两者的论述，就可

以更加清楚地看到西谷区分意识之场和虚无之场的重点所在。众所周知，萨特是无神

论的存在主义者，在《存在与虚无》中，萨特把人定位为虚无，其实是为了指出人的

特性——自为存在，这意味着萨特在人的根底看到了虚无，但西谷为何却还是把萨特

定位在意识之场呢？因为西谷认为萨特仍然侧重于人的立场。他说道，“虽然萨特也

表示自己的存在主义是为了追求无神论的归结，但他始终以意识之场来理解人，与此

相关，虽然他认为实存在无之中成立，但关于世界以及其他物，还是没有脱离意识之

场的看法……一方面，萨特把实存看作虚无之上成立的脱自的企投，另一方面却把实

存看作意识，在这当中，虚无并未作为否定意识的自我之场、自我的自己否定之场出

现”（N10ꞏ64—75）。在这里，西谷认为萨特的虚无是建立在意识的自我的基础上，虚

无就像一个跳板，被意识的自我用来实现企投，归根结底，虚无在意识内部得到实现。

而若回顾上文西谷关于从意识之场向虚无之场转进的论述，就可明白在虚无之场，自

己自身与一切事物的存在都被无化为一，也即自身已经丧失了稳固的特性。在萨特的

立场，虚无被客体化、表象化，并未冲破意识的自我。而在虚无之场，主体与客体的

对立消失了，自己与事物均被无化。总结一下，西谷区分这两个立场的依据就在于意

识的自我是否还保持完整。要想探寻更深层次的自觉，首先就得挣脱意识的自我的束

缚，可以说这是西谷贯彻始终的看法。 
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与萨特相比，在《查拉图斯特拉如是说》里，尼采提倡的超人毫无疑问已经超越

了一般的无神论，超越了个体的人的限制。西谷高度评价尼采的“爱命运”，认为其中

展现了绝对否定即绝对肯定的立场，并可以进一步与禅宗的游戏三昧相连接。但到了

《宗教是什么》，尼采也被批判，但却是在与艾克哈特的对比中被批判，西谷认为艾

克哈特比尼采更为彻底，因为其中可以进一步探寻实存的深入。 

关于西谷对西洋神秘思想、艾克哈特思想的研究，冈部雄三在论文中首先指出了

艾克哈特思想对于西谷的重要意义，但也指出了西谷研究的几个问题点。第一，西谷

对近代神秘思想的认识和知识并不十分全面，主要有两个原因，一是当时欧洲这方面

的研究并不十分盛行，二是原典、资料获取方面的困难。关于西谷的艾克哈特研究，

冈部认为西谷过于从禅的立场解读基督教、艾克哈特，因此既限制了西谷对基督教的

理解，也限制了他对艾克哈特的理解。比如冈部就认为艾克哈特学说中关于圣子诞生

于灵魂的新生体验，与禅的开悟、自觉并不一致。而文本方面，艾克哈特作品中并没

有多少关于“无”的思辨等等。6 

阿部善焉承接冈部的研究，重新检讨冈部批判西谷的问题点，指出在艾克哈特的

文本中，只有少数几次出现用“无”来描绘神或神性，而西谷引用的几段艾克哈特关

于“无”的论述，文本真实性存在疑问，但西谷知道这点。在文本使用方面，西谷、

或铃木大拙都主要参考艾克哈特的德语著作，忽视了他的拉丁文著作。在文本解读方

面，阿部也指出西谷并未追踪艾克哈特思想史的脉络，在对比禅的开悟与艾克哈特神

秘体验的时候，漏掉了艾克哈特关于神、生命的 logos（语言）层面的探讨，最后对

西谷的直觉、灵感主义提出了批评。7 

从西谷自身的角度来看，如其在《神与绝对无》里的序文所示，他寻求西洋哲学

与东洋哲学精神的相通，相比于探究各个宗教之中宗教的生命，更想寻求从生命内面

而来的更为广大的普遍性、人永恒本质的根底，西谷希冀的是走向大同的自觉的未来

宗教。从这个角度出发，关于西方神秘思想的研究，相比细致分析文本、面面俱到，

西谷更注重自身的阐发、东西方思想精神的相通，或许可以得到更好的同情的理解。

 
6 具体参看冈部雄三：《关于西谷启治的西洋神秘思想研究的特征》，UTCP研究论集，2006年，
第 4号，第 91-100页。 
7 具体参看阿部善焉：《关于西谷启治《神与绝对无》里的艾克哈特研究——对问题点批判检讨
的尝试》，《思想史研究》，2013年，第 92-103页。 
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归根结底，笔者认为解读的差异体现了思想家和研究者的立场差异。 

西谷对艾克哈特的关注，从其思想早期就已经出现了，就是全集第 1卷《根源的

主体性哲学》里的第一篇文章《尼采的查拉图斯特拉和迈斯特ꞏ艾克哈特》（1938）。

其中，西谷已经对艾克哈特的思想高度评价，比如“生命自身具有的根源性始终贯穿

艾克哈特的思想”（N1ꞏ14），或“艾克哈特表达……时，可以说是彻底的生的立场”

（N1ꞏ14）。当时，西谷在两人的思想中都找到了对“生命辩证法运动的彻底”（N1ꞏ25），

因而并没有对两人做出很明确的区分。但中间经过《神与绝对无》（1948）对艾克哈

特详尽的研究，以及《虚无主义》（1949）里对尼采比较详尽的研究后，到了《宗教

是什么》，西谷对两人的认定有了转变。他写道， 

 

绝对的肯定，他所谓的 Ja-Sagen（说是）——是在“生”或“权力意志”这类事

物中成立的。那么，回归于此是否包含使自己成为自己这样的主体性自觉，就不

能说十分明确。至少还没抵达艾克哈特所说的立场，即回到现实生活的当下，立

足于绝对的无。这可以反映出“上帝已死”的虚无主义之虚无与超越神的绝对无

之间的差异，以及突破虚无主义的虚无而来的生命与作为绝对的死即生的生命之

间的差异。从无而来的创造，这个无是作为对被造物之相对存在的否定，是相对

无；艾克哈特所说的神性之无，作为可以如实安立包含主体存在的一切存在之处，

若这是绝对无，则尼采的虚无主义之虚无，或许可称为相对的绝对无之立场

（N10ꞏ75）。 

 

那么，艾克哈特的思想有何特点呢？《神与绝对无》里研究艾克哈特思想的重要

文章《艾克哈特里神与人的关系》，开篇西谷便指出，“绝对无是佛教语言，艾克哈特

也把超越人格神的神性称为绝对无，这与佛教的无之间，或者说西方精神与东方精神

之间有着根本的差异……两者隶属于不同的世界，但却可以找到最深最根本的相通”

（N7ꞏ3）。艾克哈特思想的激进表现在他在三一人格神的背后设置了纯一、超人格的

神性，这才是神真正的根底。从神性的无流溢出了人格神与被造物，因此可以说人格

神只是与被造物相对而成立的像。那么灵魂的拯救就必须依靠突破（Durchbruch），也

即返归神性。而能够返归的前提就是空却一切，空却一切被造物、他自身、以及神，
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这个过程也被艾克哈特表达为圣父在圣灵里降生圣子。“因为内部神的诞生，灵魂通

过对神（具有形象的对立的神）的绝对否定，活生生的神在灵魂内部不断诞生……”

（N7ꞏ31）。当表象、形象、对象都被彻底根除，灵魂便能完全同化于神性的涌流，这

也是灵魂的神化，也即“灵魂里的被造物性被彻底否定，在神的无之中实现自己的绝

对无即绝对生……这里神也是作为绝对无即绝对生出现”（N7ꞏ51）。并最终达到“神的

根底就是我的根底，我的根底就是神的根底”，从而“此源泉作为神自身永恒的生之源

泉，同时也是灵魂自身永恒的生之源泉。在其中，神与灵魂成为生生不息的纯粹的一”

（N10ꞏ72）。 

明了艾克哈特的核心思想后，让我们回过头来审视西谷对尼采和艾克哈特的比对

论断，可以看到尼采和艾克哈特学说之间两个很重要的区别。首先，相比萨特，尼采

更进了一步，颠覆了意识层面的主体，看到了隐藏在主体根部的虚无。但西谷认为尼

采的虚无只是相对于被造物而言，只能算是相对层面的虚无。但艾克哈特谈论的虚无

却是神性之中除去一切区分之后的绝对无，一切存在皆在此安立，已没有被造物和造

物主的区分，一切是一。其次，尼采的绝对肯定后面还是设置了权力意志，导致了某

种形而上学的倾向。而艾克哈特神性之无中绝对否定与绝对肯定之间的转换却没有任

何阻滞，而且绝对肯定的场所也是最平凡的现实生活的当下。因此西谷认为艾克哈特

比尼采更为彻底，并给与他最高的评价，认为他的思想十分接近佛教的空。那么，佛

教的空有何特点呢？ 

 

四 空之场8 

 

稍微总结一下上文论述的西谷思路。首先是必须冲破意识之场，才能抵达更深的

主体性自觉，从意识之场向虚无之场的转进就体现了这一思路，存在并非理论、对象

 
8 大乘佛教所主张的空，是指示对象的“无”，有别于一般描述的“无”。一般所说的“无”，是描述
一个事物的状态，以事物的成立为前提。而指示对象的“无”，标志一个概念的彻底破产，也即
《般若经》所说的“唯有假名”，没有前提，一开始就根本没有这个东西，自然不说它有，也不说
它无，避免陷入两个极端。参见叶少勇：《佛教哲学中“空观”的沿革》，载于《文汇报》2016年
11月 25日，第W13版。另可参考他其他两篇论文，《龙树中观哲学中的自性》，载于《世界哲
学》，2016年第 2期，第 150-159页。以及《龙树中观哲学中的几个关键概念》，《世界哲学》，
2017年第 2期，第 148-159页。 
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的问题，而是自身存在要化作疑问的实存问题。但是，“在虚无的立场，并不能对此

疑问提出解答，虚无的立场只是暗示了必然的转换，……虚无的立场不得不被进一步

超越，并在其中开显空的立场”（N10ꞏ125）。如果说虚无是存在的深渊，那么空则是

虚无的深渊，从虚无开启的路径还必须进一步拓展到空的立场。“或许，西谷对佛教

哲学做的最大一点贡献就是把虚无与空的超越相连接……，实存意义上，唯一通往空

的通路就是经过虚无”9。正是在生的根底敞开虚无，迎来了生的根本转变之机，此即

古人所谓“退步就己”10。而这最终指向了空的立场。松丸寿雄对此有极为准确的总结， 

 

历史上，以彼岸为背景，从人格来思考的神人关系，以及在此目的论的世界观之

中的人的主体性，只要以人格来思考，就得否定它并突破至绝对否定的场域，否

定目的论世界作为活着的人格的主体的生，跃入“生即死”的立场。但是，与此

同时，作为“死即生”，世界，作为人格实现的场域，必须再次返回敞开。这两

个侧面一举敞开的场域，便是佛教的“空”。在这里，我们作为具体的人，不仅

仅人格，也包含身体，如实现成，与此同时，包围着我们的所有事物也如实现成。

11 

 

人格性的神人关系、目的论的世界、彼岸，在科学世界观的笼罩之下皆沦为空洞，

必须要探寻更为彻底的出路。在之前的讨论之中，笔者已经提示了这是西谷一贯的思

路。从其思想早期，从近代主体性到根源主体性的探索便是明证，只是到了这个时期，

根源主体性的提法变少了，更多地谈论空之中的有无转换。西谷认为，只有在空的场

域，才能达到绝对否定转向绝对肯定的彻底。更简单一点来说，是“作为‘生即死’，自

我中心的人格死去，作为‘死即生’，目的论的人格向此岸超越，作为非-人格死而复生，

虚无告知了自己的死，突破此虚无，生得以成立，从而克服虚无。”12旧的宗教或哲学

 
9 Stephen H.Phillips: “Nishitani’s Buddhist Response to Nihilism”, Journal of the American of 
Religion, Spring, 1987, Vol.55, No.1. pp.75-104. 
10  具体参看布雷特ꞏ戴维斯：《西谷启治的禅ꞏ哲学——通过虚无主义向绝对此岸的退步》，
细谷昌志编《探究根源——近代日本宗教思想的群山》，晃洋书房，2000 年，第 228-249
页。 
11 松丸寿雄：《空的立场》，《理想》第 689号，2012年，第 75页。 
12 松丸寿雄：《空的立场》，第 75页。 
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都是从人格的立场来看人，因此无法脱却自我中心，而科学的立场又把一切都还原为

物质，能够超越地包含两者，便是空的立场。西谷写道，“人格，作为人格又等同于

物质事物，物质事物作为物质事物，又等同于人格，应该有此绝对平等的立场，绝对

平等得以成立的立场便是空的立场，或绝对无的立场”（N10ꞏ106）。虚无之中，万物

散乱、无序，令人无处栖身。在空的立场，一方面，人格与物质得到重新统合，物质

具有人格，人格也是物质，信仰和科学之间的截然对立得到解决。另一方面，它也是

万事万物，包括人，得以安立的场所，如果说虚无是让“有”变为“无”，那么空就是让

“无”重新变为“有”，而这种“有”是最真实、最充实的存在。 

“当被说成有即无，或色即是空之时，并不是先存在有，再另一方是无，然后让

两者结合。有即无立足于‘即’，从而让有作为有，无作为无。当然，我们通常只是把

有看作有，从而被困于有。否定此立场之后，虚无涌现。再次，在此场合，无又只是

被看作无，被困于无。也即它也应该被否定。脱去这两重囚禁，完全无执着的立场，

便是空”13（N10ꞏ109）。空的立场之中，物的成立方式与意识之场、虚无之场之中的情

况截然不同。意识之场，从自我出发观物，我与物相对立，物只是作为对象呈现给我。

内与外，主观与客观之间的对立、隔离，就在此呈现。西谷认为这表示了自己与事物

之间根本的隔离，因为只是通过观念或者表象，自己才与事物建立关系。也正是因为

观念和表象的介入，实体的概念才变得如此重要。“实体并没有表示物的自体的有，

不如说……是主体‘思入’物之中的东西”（N10ꞏ149）。也即实体概念的背后是主体的思

维作用，主体才是实体的根本。主体把实体执着为有，实际上是执着于自己的有。而

当虚无之场敞开之际，却被西谷断定为只具有过渡的性质，因为在他看来，如果停留

于虚无之场，就意味着虚无被实体化了，也就是无被捕捉为某种“东西”了，执着于无，

在一定意义上，可以理解为退回到了意识之场。因此虚无之场也应该被克服，进一步

抵达空之场。而在空之场，没有任何“东西”是作为表象而成立的，是“绝对不能被对

象化的立场”（N10ꞏ109）。 

 
13 龙树的“中观”也就是“空观”，即在否定自性的前提下，既不谈有，也不谈无，非有非无，
不落二边。二种边见就是常见和断见，即有（存在）见和无（不存在）见。按照龙树的理

解，彻底的不存在本身就是不落二边，因为有无二见都以“有”为前提，否定“有”即可摧毁
有无而入于中道。具体参看叶少勇：《龙树中观哲学中的几个关键概念》，《世界哲学》，2017
年第 2期，第 148-159页。 
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这一绝对不能被对象化的立场，可以用“火不烧火”14来说明。也即如果要把握火

的自体，就不能从实体意义上来说“火是火”，还必须抓住“火不是火”的面向。这里体

现的就是只有在空之场才能成立的即非的逻辑。也即 A不是 A，所以是 A15。从意识

之场来看，这种说法完全不合逻辑，A只能是 A，说 A不是 A又是 A，那完全是胡

诌。A 只能是 A 体现的正是意识把对象捕捉为实体的逻辑，火之所以被认为是某种

以燃烧为本质的实体，就是因为人从自己的主观，而不是从火自身出发来看火。如果

从火自身出发来看，就可以知道正是因为火自身不烧火，火才可以燃烧它物。就像眼

睛一样，正是因为眼不见眼，眼才可以见它物。即非的逻辑为执着于有的意识之场松

绑，有正因为无有，才是有。西谷进一步说道， 

 

火是热的，属于感觉内容，存在论上则属于性质的范畴。这里所说的热，作为温

度计可以测量的量，属于量的范畴。但热的事实，作为事实自身这点来说，是无

法用性质或量的范畴来捕捉的原事实。火的热“不热”，并不是指不热或不冷的

性质，这一“不热”是温度计上无法测量的“不热”。换句话说，在质、量等范

畴的彼方（或毋宁说是此方），热这个事实，作为一个原事实，脱体地现成

（N10ꞏ143）。 

 

热之所以能成立，正是因为作为原事实，或自体的“不热”。作为主体性质的热，

只有凭借自体的“不热”才有可能。从即非的逻辑出发，西谷说道， 

 

所谓“不是自己而是自己”，意味着人格性的、意识的、身体的人的自己的有，

也就是自己的主体存在本质上是假现的，更意味着在我们当中生起的身心诸多现

象，或者是自己知道自己、知道客体的反省知，本质上也是假现的，是古人所说

的“虚妄分别”。它们作为自身，不管是如何客观的事实（例如某种科学认识的

 
14 根据美浓部仁的考察，在禅宗传统中，“火不烧火”是一个很重要的表达。比如龙树的《中
论》、《回诤论》均有出现，甚至在艾克哈特德语讲道集都可以找到类似表达，可见西谷立

足于精神的相通串联东西哲学，并非全无依凭。参见美浓部仁：《火不烧火——西谷启治
的空与回互》，《理想》第 689号，2012年，第 97页。 
15 佛教历史中，比如《金刚经》里，就有这样的表达。 
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真理），它们是真实的，同时本质上也是假现。……一切事物在各自“中”的、

非对象性的自体之中，是一个绝对的中心（N10ꞏ176-177）。 

 

西谷的说法可以说是对龙树《中论》“缘起”的具体化阐述。根据佛教的基本教义，

万物背后并没有一个根源的统一者，而是因缘和合而生，此即所谓空。但人又要命名

事物，视其为有，从空的角度来看，这个有就是假现，或假。同时看到这两个方面，

真实的是假现，假现的是真实，就是所谓中。这种双重曝光也就是“即”。无论即非的

逻辑，或空假中的说法，都说明了只有绝对否定自我中心性，才能开显空之场。 

对自我中心性的绝对否定，意味着世界中的一切事物都以某种方式相互连接，没

有任何一个事物能够与他者完全无关便得以成立。这便构成了万事万物之间的回互性

关系。在意识之场，事物的本质被理解为无坚不摧的实体，绝对不可与它物交融。而

“万有——在其有之中绝对是独特的，而且收摄于一，如前所说，这就是一切事物互

为主从的关系，可以被称为回互的，这种关系只有在空之场才有可能”（N10ꞏ166）。

更具体一点来说，就是 

 

相对于它物，某物处于从属地位，也就是在所有它物的根本中，成为让它们出现

的一个契机，成为把所有它物置于自主地位的一个契机。在它物的根本之中，就

像拥立主君的从者。……，这样，某物之“有”，这绝对的自主性与归属于一切

它物的从属性合一。……简而言之，只有一切事物的“有”是与空合一的有的时

候，万事万物才能既是绝对独立，又集中于一。所有事物的“有”，作为“有”

的体系的世界才得以可能（N10ꞏ166-167）。 

 

把即非的逻辑、空假中三谛、回互的关系串联起来讲，会比较容易理解西谷的整

体论述。回互讲的是一切事物互为主从，那么从自己做主而非做从的角度来看，是肯

定自身，也就是“即”的面向。与此相对，自己做从它物做主的时候，可以说是否定自

身的“非”的面向了。一切事物整体的回互关系，构成了空。而无论是自己做主或它物

做主，呈现为“有”，都可以说是空的假现。只有同时具备这两种视角，才可以称为“中”，

也就是了解了自身与世界的实相。了解了自身的实相，虚无自然也无从进入。 
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五 结论 
 

从以上笔者的论述，想必读者能够了解西谷如何借助意识之场、虚无之场、空之

场的逐渐深入的论述，找到克服虚无的路径。虚无暴露了意识之场伪装的稳固性，让

一切事物的样态都变得似是而非，陷入一种内在的闭锁，而空不仅是比虚无更广大的

空间，而且从内部爆破虚无的闭锁，让事物重新获得定立，恢复自身如实的样态。在

《宗教是什么》里，西谷回到自身传统，找寻克服肇始于西方的虚无主义问题，让空

之场出现。应该说，在西谷思想中期，空的思想主要是用来应付超克虚无主义的问题。

但到了后期，如《禅的立场》（1986）、《空与即》（1982）、《寒山诗》（1986）等，虚

无主义的主题基本已消失不见，西谷集中精力探讨的是“空”之中宗教与艺术之间的互

通，因而共通感觉、构想力等成为中心问题。关于西谷中后期空思想的发展关联，不

同的学者对此也是意见不一，这将是笔者接下来的研究论题。 
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［書評］愛の哲学者たち 

Takeshi Morisato. Faith And Reason in Continental and Japanese 
Philosophy: Reading Tanabe Hajime And William Desmond., 

London: Bloomsbury Academic, 2019. 
 

織田 和明 

 

 ここ数年日本哲学の研究が海外で盛んになっている。その中心となっているの

はヨーロッパで日本哲学を研究する若手研究者を中心に組織された European 

Network of Japanese Philosophy(ENOJP)である。毎年のカンファレンスではヨーロッ

パのみならず、南北アメリカやアジアからも多くの研究者が参加し、レベルの高い

研究発表が連日続く。本書の著者である森里武氏は ENOJP の中心メンバーとして

近年の日本哲学の国際的展開をリードしてきた人物の 1 人である。本書は森里氏

がブリュッセル自由大学に提出した博士論文を基にした待望の著作で、まだ海外は

おろか日本でも十分に知られていない田辺元の哲学について英語で執筆された貴

重な一冊となっている。やはり海外における日本哲学研究は西田幾多郎や西谷啓治

が注目されがちで、田辺の哲学のポテンシャルは十分に知られていない。本書は日

本の哲学者田辺元とアイルランドの哲学者ウィリアム・デズモンドの哲学の比較研

究という極めて斬新で、そして困難な課題にチャレンジすることで英語圏の哲学研

究者に田辺の哲学の存在とそのアクチュアリティを強烈にアピールしている。この

ような研究は今の日本ではなかなか生まれてこないだろう。本書は森里氏が海外で

日本哲学を研究したからこその成果である。 

 おそらく英語圏では田辺が、日本語圏ではデズモンドが、あまり知られていない

哲学者となるだろう。デズモンドは 1951 年にアイルランドに生まれた哲学者で現

在はアメリカのヴィラノヴァ大学のデヴィッド・クックチェアー、アイルランドの

メイノース大学のトマス A. F. ケリー訪問チェアー、ベルギーのルーヴェン・カト

リック大学(KU Leuven)の名誉教授を務めている。デズモンドはアメリカヘーゲル

協会およびアメリカ形而上学会の会長を務めた現代の英語圏の主要なヘーゲル研
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究者の 1 人で、芸術哲学と宗教哲学を中心に数多くの著書を出版している。しかし

デズモンドはヘーゲルの哲学を素直に継承、発展させようとしているのではなく、

むしろヘーゲルの弁証法を乗り越える独創的な哲学の提唱者である。森里氏のこの

本はデズモンドの哲学についての貴重な研究書でもあり、その点でも意義深い。田

辺とデズモンドは共にカントとヘーゲルの哲学を研究した上でそれぞれ独自の概

念を軸にした自分の哲学を構築した宗教哲学者という点では共通しているが、しか

しお互いの生きた国、活躍した時代も全く異なるし、デズモンドはわずかに田辺の

著作を英語で読んだことがあるものの、基本的に相互の影響関係はほとんどない。

森里氏はこの両者の哲学を比較研究するために、難解な二人の哲学について深く考

究し、そして両者は共に愛を軸とした宗教哲学に達していることを明らかにしてい

く。森里氏の著作は英語圏の読者にはデズモンドを通じて田辺を知ることを、日本

哲学研究者には田辺を通じてデズモンドと出会うことを可能にしている。本書はそ

れぞれの世界を広げ、新たな出会いをもたらす豊かな一冊である。 

 ただしこの本を田辺、あるいはデズモンドの哲学を紹介するだけの本と考えるべ

きではない。森里氏はデズモンドの「媒介論（メタクソロジー）」と田辺の「懺悔

道（メタノエシス）」という彼らの独自の概念の研究を通じて「比較哲学の方法論」

と「信仰と理性」という哲学に伝統的な課題に挑み、森里氏の思索としてそれらの

課題に答えている。結論で森里氏は「自分自身の」体系的な議論枠組みを自分はま

だ持っていないと述べているが、それは謙遜である。この本を構成しているのはデ

ズモンドと田辺の哲学を読む森里氏自身の思考である。 

 

本書の内容 

 

 本書の構成はごくシンプルである。ウィリアム・デズモンドによる「序文」が最

初にあり、続いて森里氏による「謝辞」を経て、「序論」でデズモンドと田辺、そ

して本書の全体像が紹介される。森里氏は「序論」で最初にアウグスティヌスの『ソ

リロキア』の「私は神と魂のことを知りたいと切望する」という一文を示す。この

長い歴史を持つ問いに対してカントとヘーゲルは信仰と理性に関する理性中心主
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義的な答えを提出するのだが、森里氏は彼らの答えに満足しない。本書を通じて森

里氏はデズモンドと田辺の哲学を手引きにしながら、「信仰と理性」のあり方を探

求する。 

 第一部「比較哲学についての方法論的考察：デズモンドと田辺の仕事を通じて」

では比較哲学の方法について検討される。第一章の「比較哲学の媒介論的方法論」

ではデズモンドの媒介論の観点から、第二章の「田辺元の現代比較哲学における懺

悔道的方法論」では田辺の懺悔道の観点からである。森里氏は近代哲学やポストモ

ダン思想、そして弁証法を批判し、デズモンドと田辺は両者とも自己を無にして神

的超越との双方向の交流に開かれれば、存在の多様を脅かさない、自己と他者の対

等な共同体が成立すると論じていることを明らかにしていく。この共同体論を読み

替えて、森里氏は西洋思想と非西洋思想を対等に扱う比較哲学の方法論を提示する。

媒介論と懺悔道の具体的内実については次節で確認しよう。 

 第二部「宗教哲学の根本的な問題：合理的普遍性の問題から考える」では近代哲

学の巨人であるカントとヘーゲルの哲学の批判を通じて本書の課題が取り出され

る。森里氏が参照するのはデンマークの哲学者キェルケゴールによるカントとヘー

ゲルへの批判である。キェルケゴールはカントとヘーゲルが普遍的な理性を過剰に

重視し、超越的な神をないがしろにしたと考える。そしてカントとヘーゲルの抽象

的思考を重視する立場を批判し、歴史の中で生きている人間の生を論じる具体的な

思考を主張する。森里氏はこのキェルケゴールの立場が田辺とデズモンドにも引き

継がれているとして、それをカントとヘーゲルにおける信仰と理性の関係において

確認していく。第三章の「カントと宗教の問題：実践理性と合理的信仰」ではカン

トの倫理学と神の関係を精査する。カントは道徳の根拠を人間の自律した理性に求

めた。この時人間が徳と幸福の結合である最高善を求めるために必要なものとして

神の存在が理性によって要請される。だが信仰とは、理性によって導出される倫理

に従属するようなものなのだろうかと森里氏は問う。このカントの立場では宗教に

はいかなる具体性も必要とされない。カントの哲学はあまりにも抽象的で、神の超

越性と具体的な人間の信仰のあり方を見落としているのである。第四章の「ヘーゲ

ルと宗教哲学の問題：動的理性とその信仰の止揚」では、カントの哲学を批判した



142 ［書評］愛の哲学者たち 

ヘーゲルの哲学においても同種の問題が潜んでいることが示される。弁証法の立場

に立つヘーゲルは理性に基づいた自律的な道徳と理性を越える道徳律を与える絶

対的な神の存在の両方を認めているという点でカントよりも優れている。しかしヘ

ーゲルの弁証法によって自己を絶対精神にまで高めていく方法では、個人は一方的

に人間に内在的な神的絶対者としての倫理共同体を構築してしまうので、カントと

同様に神の超越性を把握することができない。ヘーゲルの弁証法もキェルケゴール

の批判を逃れるものではないのだと森里氏は論じる。基本的に森里氏はオーソドッ

クスなカント、ヘーゲル理解に基づいてキェルケゴールの批判を確認している。こ

れ自体は独創的な主張というわけではないが、確かに現代哲学ではあまり顧みられ

ていないものではあるだろう。そして第三部以降では実存主義と宗教というクラッ

シックな問題をデズモンドと田辺の立場から問うことによって現代哲学として甦

らせるのである。 

 第三部との「媒介論と宗教哲学の問題」ではデズモンドの媒介論の観点から上記

の課題に挑んでいく。彼は具体的な宗教のあり方を擁護し、信仰と理性の両方を平

等に重視する立場を取る。デズモンドの媒介論は存在者と超越の間の往還運動を論

じるものであるから、カントとヘーゲルが論じたような理性中心の内在的な倫理か

ら脱却し、具体的な個人と超越的な神の両立を可能にする理論となっている。第五

章の「絶対者と単独者への媒介論的忠誠：存在の誇張法からアガペー的起源へ」で

はデズモンドの形而上学が詳解され、続く第六章の「媒介論的な絶対者とその単独

者との相互関係」では前章の成果を受けてキェルケゴールの提示した宗教哲学の問

いに対する答えが示される。 

 第四部の「懺悔道と宗教哲学の問題」では田辺の懺悔道の立場から第二部で提示

した問いに挑んでいく。田辺もデズモンドと同様に存在者と超越の間の往還運動を

論じることでカントとヘーゲルが論じたような理性中心の内在的な倫理から脱却

し、具体的な個人と超越的な神の両立を可能にする理論を提示する。第七章の「田

辺元と仏教、宗教哲学へ」では田辺の哲学の歩みについて簡単に確認した上で、彼

の懺悔道の哲学が上座部仏教を中心に、一部ユダヤ‐キリスト教の伝統も参考にし

ながら形作られていったことを明らかにしている。第八章の「田辺元と宗教哲学の
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問題」では田辺の後期の宗教哲学の立場からキェルケゴールの提示した宗教哲学の

問いに対する答えが論じられる。この第三部と第四部では前半で示された媒介論と

懺悔道の理論が詳細に分析されていく。そして森里氏はデズモンドと田辺の哲学が、

それぞれ独自の道を歩んだ先でごく似通った思想に到達していることを明らかに

する。 

 そして結論ではこれまでの議論を総括して有限な自己と神的全体者による宗教

共同体としての愛の働き／ネットワークというビジョンが提示される。現在の「神

なき」時代においてデズモンドと田辺が語った愛を実践することを森里氏は説く。

愛の実践に学位や資格は必要ない。互いを愛し、愛においてお互いのために行為す

ることは誰もができることである。それを生涯続けることが重要なのだと、森里氏

は述べる。そして本書は「それゆえ、このテキストの終わりは哲学の二つの問いへ

の生涯続く答えの始まりに過ぎないのだ」（191 頁）と結ばれる。 

 

媒介論と懺悔道 

 

 本書が第一部でデズモンドと田辺の哲学から比較哲学の方法論を考察し、第二部

でキェルケゴールによる宗教哲学の立場からのカントとヘーゲル批判を本書の研

究課題に据え、第三部でデズモンドの媒介論の、第四部で田辺の懺悔道の立場から

それに答える。本書は媒介論と懺悔道という思想で方法論、課題設定、研究内容ま

で一貫しているので、これを押さえることが本書理解の鍵である。 

 比較哲学の方法論という問いは私のようにぼんやりと日本哲学も西洋哲学も読

み散らしている人間にはなかなか生じない。そしてそういう人間は自分が専門とす

る立場から異なる背景を持つ理論を眺めて、相手を理解しようとすることなく一方

的に批判してしまう。そしてそういう人物が無自覚に「学際的研究」の旗を振ると、

他分野の研究者を困らせてしまう。森里氏が批判するのはこのような態度である。

文化間交流のハードルをいたずらに高くするべきではないにしても、しかしそれぞ

れの違いに注意を払うことなく自分の価値観から一方的に他の文化を評価するべ

きではない。西洋と非西洋を対等に扱いながら比較哲学を研究する方法を森里氏は
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デズモンドの媒介論と田辺の懺悔道の中に見出す。 

 デズモンドは存在の理解には一義的方法、多義的方法、弁証法、そして媒介論の

四つの道があるという。一義的な見方は古代のパルメニデスや近代のデカルト、ラ

イプニッツ、そしてカントなどに代表される立場で、精神と存在の統一を第一に据

える。近代の一義的方法には直接与件を意識と存在に分割した上で、多様な存在を

一義的な概念体系へとまとめ上げてしまうという問題がある。多義的方法はポスト

モダン思想のフッサール、ハイデガーそしてデリダなどに見られる立場で、精神と

存在の間の差異を媒介なしに直接結びつける。つまりポストモダン思想は近代的主

体の知性による一義的な存在理解を退けて多義的な現象を重視するのだ。デズモン

ドはポストモダンの形而上学は多義的な現象の中で他者に対して「尻込み」してい

ると分析する。彼らは他者に対して幾分開かれてはいるものの、自己と他者の差異

にばかり着目するために他者と真っ当に交流できず、自己批判の果てに過剰な懐疑

主義に陥っているのだ。弁証法は抽象的な精神の一義性と媒介なしに直接結びつく

存在の多義性の両方を仲介する。しかし弁証法では存在の多義的なあり方を自己決

定する精神の絶対的統一へと取り込んでしまう。 

 媒介論の存在理解は自己と他者の両方に開かれたものとなる。媒介論の鍵となる

のは「アガペー」である。デズモンドは万物の誇張法的起源としての神的超越＝「ア

ガペー的超越」を設定し、そして自己と他者の間の仲介を形成するものとして「ア

ガペー的注意深さ」を提唱する。アガペー的超越である絶対者と相互交流すること

によって、強固な意志に貫かれた一義的な自己でも、過剰な懐疑主義に陥った多義

的な現象でも、他者を取り込んでしまう絶対精神でもなく、多孔的で他者の他者性

を傷つけることなく交流できるアガペー的注意深さを持った自己となることがで

きる。このデズモンドの媒介論こそが西洋と非西洋を対等に扱いながら複数の声が

響き合うように比較哲学を研究する方法であり、理性偏重、あるいはその反動の過

剰な懐疑主義の果てのアポリアを乗り越えて宗教哲学の問いを解くものであると

森里氏は論じている。 

 一方の田辺も 1920 年代後半にヘーゲル研究を始め、ヘーゲルの弁証法を超える

自身の弁証法の研究に取り組むようになるのだが、その際にドイツの歴史家ランケ
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の思想が大きなヒントとなっていることを森里氏は「永遠・歴史・行為」(1940)の

分析から明らかにしていく。ヘーゲルの理性的な目的論に貫かれた発展論的歴史理

論に対して、ランケは世界史の各々の時代がそれぞれ独立に絶対（永遠）と繋がっ

ていると考える。ランケの思想から導き出されるのはそれぞれの主体がリスペクト

を持って他者と結びつく世界である。このランケの理論や大乗仏教を踏まえて田辺

は懺悔道の哲学を形成していくと森里氏は論じる。田辺のランケへの言及時期や頻

度を勘案すると懺悔道の哲学における歴史哲学の展開の背景にはランケ以外の哲

学者との対決を考えるべきかもしれない。しかし歴史哲学の他者論への援用を読み

解く森里氏の観点は独創的で興味深い。後期田辺の宗教哲学では主体は自己の無力

を自覚することによって超越に開かれ、往相即還相の絶対無即愛において他者と交

流すると説かれる。これは理性の哲学を支える「自力」を放棄することで懺悔道の

哲学ならざる哲学において「他力」に導かれるということである。ここにおいて愛

の共同体が開かれる。 

 デズモンドも田辺も自力に固執した強い主体を放棄して愛に生きることによっ

て神的超越と交わり、他者と対等に交流することを主張している。これは具体的に

は何をすることなのか。森里氏は「他者性に対する寛容」だという。このありきた

りでありながら困難な寛容こそが本書の説く愛の実践であり、愛の共同体の構築で

ある。この主張をキレイゴトだと笑う人もいるかもしれない。その人は森里氏を知

らない人である。私が森里氏を尊敬するのは本書で掲げた寛容という課題を実践し

ているからである。これは森里氏の生に根ざした研究である。 

 

デズモンドと田辺の哲学の研究書として 

 

 本書はクラシックな宗教哲学の課題への真っすぐな解答である。森里氏は本書の

営みをポストモダンではなく現代哲学だと言うが、一般的にポストモダンを乗り越

える現代哲学として取り上げられるマルクス・ガブリエルの新実在論などとはいさ

さか方向性が異なるだろう。特に超越的な神との交流を取り戻すというのは、しば

しば期待されることではありつつも、今の哲学において積極的に論じられるテーマ
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ではない。しかし田辺とデズモンドが宗教の具体的現実について徹底的に考えた末

にたどり着いたある普遍性を持った宗教の本質としての「愛」は現代社会の諸問題

への正攻法の一つではないだろうか。これは一見するとあまりにもありきたりな結

論であり、それを本気で実践することは、誰にでもできることでありながら、しか

し誰にでもできることではない。そのような難しい地点を森里は描き出した。この

宗教に普遍的な核心を論じているがゆえに本書は良書である。 

 このような現代哲学的意義を確認した上で、しかし本書がデズモンドと田辺の哲

学を紹介する本としては少し物足りないことは指摘しておきたい。本書はデズモン

ドの媒介論と田辺の懺悔道の核心を明快に取り出す。この明快さは長所であり、大

胆な集中こそが本書の成功の鍵でもある。しかし少々明快すぎると思わないでもな

いのだ。おそらくほとんどの読者はデズモンドか田辺のどちらかの哲学にしか詳し

くないだろう。そこで森里氏にデズモンドと田辺の哲学が非常に似通っていると示

されると、私のような怠惰な人間は、それならばわざわざもう一方の著作を紐解く

必要はないかなと、思ってしまう。森里氏はデズモンドと田辺の哲学についてより

詳細な解説をして両者の違いや、その両方の著作を読むべき理由を強調しても良か

ったのではないだろうか。例えば第四章の冒頭でごく簡単に田辺の宗教哲学以外の

側面にも簡単には触れてはいるが、もっと詳しく見てもよかったと思う。田辺が数

理哲学の研究者として自身のキャリアを起こしたこと、西田幾多郎に高く評価され

て京大へと招聘されたこと、京大純哲の教員として若いころには興味のなかった方

面でカントとヘーゲルの哲学を研究していったこと、西田の哲学を強烈に批判して

決別したこと、アジア・太平洋戦争を推進する大東亜共栄圏構想を支える理論とし

て種の論理を用いてしまったこと、大日本帝国の戦争による荒廃という現実に直面

して自身の無力さを実感し、そこから懺悔道の哲学が始まったこと、戦争末期から

終戦直後にかけて種の論理の批判的発展として懺悔道の哲学が論じられたこと、北

軽井沢に籠って科学哲学、社会論、芸術論、そして宗教哲学の研究にいそしみ、ハ

イデガーの哲学との対決の中から最後に死の哲学に至ること…。田辺は人生におい

てぶつかった課題に哲学で立ち向かっていったため、彼の業績は宗教哲学だけには

とどまらない。彼の哲学の貢献の一つはその難解な展開によって、生が決して一筋
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縄ではいかないと哲学に刻み込んだことにあると私は思う。森里氏は本書では田辺

の哲学の核心をすっきりと描き出しているが、私はいつか森里氏に田辺の議論の難

解な細道を紹介してもらいたい。 

 

田辺と戦争の問題について 

 

 田辺の哲学は興味深くも困難であり、懺悔道の哲学もその例に漏れない。田辺の

懺悔道の「転機」と「転換」という語に着目し、かれの議論の骨子を自己と絶対者

と他者の間の相互交流の論理と読み解く森里氏の議論は興味深く、また納得できる

ものでもある。森里氏の読み筋に従うならば、種の論理から懺悔道の哲学を経て死

の哲学に至るまでの田辺の哲学の一貫性がよく見通される。しかし繰り返すが、田

辺の種の論理が結果として大日本帝国のアジア進出に協力するものになってしま

っていたことは否定しがたい。彼が日本政府の戦争政策に盲従していたわけではな

かったが、優れた大日本帝国が劣ったアジア諸国を戦争によって従属させて大東亜

共栄圏を形成し、欧米列強に対抗していこうという大日本帝国の暴力的なイデオロ

ギーに結果的には同意し、国民を戦争へと向かわせる主張をしていたことは間違い

ない。それは講演「死生」や「大島メモ」などから明らかである1。田辺の戦争に対

する見解は大日本帝国の圧倒的優位を確信して他国に傲慢かつ暴力的な態度で接

することに同意するものであり、そのために学生を戦地に送り出すことを肯定する

ものであった。種の論理は一見すると自己と他者の間に対等な関係を結んでいるよ

うな装いをしつつ、結局は取り繕った帝国主義の理論である。これは、森里氏が批

判した内在的で暴力的な理性中心の理論以外の何物でもない。 

 
1 「大島メモ」の発見者である大橋良介氏はこのメモをもとに京都学派は海軍と連携して陸

軍の戦争方針を是正しようとする体制内反体制に取り組んでいたと論じている。そして彼ら

と極右勢力との「思想戦」や、田辺の戦争に対する「ざんげ」の言及などをもって京都学派

は悪玉の戦争協力者だというイメージを覆そうとしている。しかし大橋氏の指摘を踏まえて

も、「大島メモ」が日本のアジア諸国に対する優位性を確信した無自覚で傲慢な帝国主義者と

しての京都学派を伝える資料であることは否定されないだろう。田辺は極右勢力に反対し、

日本の帝国主義的戦争に罪悪感を抱いていたが、しかし彼自身もまた無自覚のうちに危うい

帝国主義的思想を持っていたと私は考えている。大橋良介『京都学派と日本海軍：新史料「大

島メモ」をめぐって』ＰＨＰ研究所、2001 年。 
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 『懺悔道の哲学』の「序」によると、懺悔道の哲学は田辺が誤った道へと突き進

む政府に対して哲学者として何も声を発することのできなかったという無力さを

痛感したところから始まっている。それゆえに森里氏が読み解いたような自己を無

にすることで転換概念を媒介にして超越と他者に開かれる哲学ならざる哲学とし

て徹底されたのである。しかし田辺は懺悔道の哲学は種の論理と断絶するものでは

なく、むしろ懺悔道の哲学に至ることによって種の論理に新しい根拠を与えること

ができたと、同じ「序」で述べている。ここで私は彼が自分で種の論理と懺悔道の

哲学の連続性を、自信をもって主張していることに戸惑いを覚える。どうして彼は

たった数年前には戦争協力の訴えに使用した種の論理を、臆面もなく懺悔道の論理

として提出できるのだろうか。種の論理と懺悔道の哲学が連続しているのであれば、

彼は懺悔道以前の自分の哲学が無力さだったと本当は感じていないのではないか。

懺悔道の哲学を論じる田辺は自身の種の論理に潜む傲慢な帝国主義的暴力性に気

づいていなかったのではないか。であるならば、田辺は一体誰に何を懺悔していた

のか、懺悔道を語る田辺の中にも戦時中の無自覚な帝国主義と根を共にする傲慢さ

は残っていないかと、どうしても考えてしまう。この問題は取り立てて新しいもの

ではなく、京都学派研究において常々言われている一般的な指摘である。であるか

らこそ、この点についての森里氏の見解を聞いてみたいと思う。田辺と戦争の問題

をどのように考えているのか。 

 

ポストモダン批判について 

 

 もう一点、本書にはどうしても批判せざるを得ない点がある。森里氏がデズモン

ドの通俗的で表面的な哲学史観を受け入れてオールドファッションなポストモダ

ン批判を記していることである。本書ではカントとヘーゲルを「モダン」として、

それ以降の神との交流を忘却し、自己と他者の間の差異にばかり注目して他者と真

っ当に交流しようとせず、自己批判の果てに過剰な懐疑主義に陥った哲学を「ポス

トモダン」と批判し、その例としてフッサール、ハイデガー、デリダを挙げる。確

かにフッサールの『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』やハイデガーの『言
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葉についての対話：日本人と問う人とのあいだの』がヨーロッパ中心主義であると

いう批判は定番のものである。しかしデリダについては、例えばポストコロニアリ

ズムの中心人物であるスピヴァクがデリダから強く影響を受けていることからも

わかるように、少し違う見方もできるのではないかと思う。また、フッサールとハ

イデガーに関しても、デズモンドと森里氏の批判の全てが該当するとはなかなか言

いにくい。 

 そもそもポストモダン思想の例としてフッサール、ハイデガー、デリダを挙げて

いるという点に、やはり違和感を覚えずにはいられない。確かに近代哲学の頂点は

カントとヘーゲルであるから、それ以降はポストモダンと言ってもいいのかもしれ

ないし、デリダがフッサールとハイデガーの哲学との格闘の中から自身の哲学を練

り上げていったというのも間違いない。しかし「ポストモダン思想」という語で指

示されていたものは、一般的には戦後のフランス哲学であり、その主要な担い手は

リオタール、ドゥルーズ、フーコー、デリダ、ガタリなどである。私はポストモダ

ンという語がポジティブにもネガティブにも濫用されて最早使いにくいレッテル

となって久しい 2010 年代に大学の現代思想研究室で哲学を学び始めた。それゆえ

森里氏がすっかり時代遅れとなった紋切り型のポストモダン批判を少々独特な形

で持ち出してくることには正直言って驚いた。この表面的なポストモダン批判はあ

まりにもったいない。現代フランスを中心に広がる「ポストモダン思想」は森里氏

が批判するような、宗教性を忘却し、差異にばかり注目してただの懐疑主義に陥っ

ているようなものではない。むしろカントとヘーゲル的な理性中心の個人主義社会

を解体し、植民地の解放と急速なグローバル化の中で多様な生のあり方を受け止め

て柔軟に変化していく新しい主体のあり方を探求するという「ポストモダン思想」

を貫くモチベーションは、デズモンドと田辺を読む森里氏の哲学と共通する部分も

あるのではないかと私は思う。あるいは「ポストモダン思想」のコジェーヴとイポ

リットによって開かれたフランスのヘーゲル研究の独創的な展開としての側面に

注目すれば、田辺の哲学との比較可能性も見えてくると思う。森里氏が落ち着いて

「ポストモダン思想」の成果を読むならば、そこにデズモンドと田辺の哲学と響き

合うものを見出すことができるのではないだろうか。ポストモダンとの出会いの先
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で森里氏の哲学はより大きくなることができると思う。あるいは、森里氏は「ポス

トモダン思想」に反発するのかもしれないが、その場合であっても田辺が西田やハ

イデガーの哲学の徹底的な批判を通じて自己の哲学を打ち立てたように、そこで森

里氏の哲学は一層の深みを得ることになると思う。現代思想の研究者たちによって、

ドゥルーズ、デリダ、フーコーらの哲学が重厚で精緻なものであることは年々明ら

かにされている。森里氏にはぜひ先入観を捨てて「ポストモダン思想」と向き合っ

て欲しい。そこから得るものはきっと大きいと思う。 

 僭越ながら三点、森里氏に批判と期待を述べた。これから森里氏の研究がどのよ

うに展開していくのか、私はとても楽しみである。それがどのようなものであると

しても、必ずや興味深い愛の哲学となることは本書が十分に示唆している。本書は

比較哲学と宗教哲学に新しい風を吹かせる一冊である。未読の方にはぜひ手に取っ

てもらいたい。 
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[Book Review] Fujita Masakatsu, A Human Being: The 

Unfinished Philosophy of Nishida Kitarō 
 

Yuko Ishihara 
 

Fujita Masakatsu’s most recent book A Human Being: The Unfinished 
Philosophy of Nishida Kitarō （『人間・西田幾多郎―未完の哲学』）published in 
October 2020 is the author’s first biography on Nishida Kitarō. In the Afterword, 
Fujita writes that he initially started thinking about writing a critical biography on 
Nishida Kitarō while he was editing the new edition of The Complete Works of 
Nishida Kitarō（『西田幾多郎全集』）from 2002 to 2009. Takeda Atsushi was initially 
in charge of compiling the diaries and correspondences, but after his passing away, 
Fujita took up this task. While the old edition contained around 2800 letters of 
correspondence, more than 4500 letters were compiled in the new edition. As he 
carefully read through all of these letters as well as Nishida’s diary, he studied the 
lives of the people who came up in these writings and developed a detailed 
chronicle of Nishida’s life. Such arduous efforts eventually led Fujita to feel that 
he was coming face to face with “a human being （人間）, Nishida Kitarō”, full of 
vitality while at times steeped in deep sorrow (381). He says in the Preface, Nishida 
is not a person in the past nor is his writings a mere historical text. His whole being, 
both his life and his work, continue to move us today: “Nishida’s thinking involves 
something that pushes us to come face to face with his philosophy whenever we 
attempt to rethink the present” (x). In this way, this biography is written not as a 
mere amusement for the reader, but as an attempt to encourage the reader to think 
along with Nishida as a stepping stone to develop their own thinking. It may be 
worth mentioning that the “we” in the above quote not only applies to Japanese 
readers, but to any thinker living in this globalizing world as Fujita points out the 
increasing relevance of Nishida’s philosophy in the world as it continues to gain 
attention by scholars outside of Japan. 

This last observation about the author’s intention brings us to an important 
question that is at work as an undercurrent of this book. This is the question 
regarding the relationship between the life of a philosopher and their work: How 
does a philosopher’s personal background—family relationship, education, milieu, 
relationship with peers and mentors, etc.—shape the development of their thought? 
Fujita does not explicitly address this question. However, it is crucial that we do so 
here as it relates to the question of how we should read this book. According to a 
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Wittgenstein scholar, James Conant, there are two standard ways of understanding 
the relationship between philosophy and biography. On the one hand, we have the 
reductionists who believe that the personal life of a philosopher holds the secret to 
understanding their work. On the other hand, there are the compartmentalists who 
hold that the understanding of a philosopher’s life is irrelevant to an understanding 
of their work. This leads us to a “deadlock” whereby we are caught between two 
unsatisfactory views: an understanding of the author’s work is to be found either 
wholly outside of the work or wholly within the work (Conant 2001, 17-19). It is 
interesting that Nishida himself was somewhat of a compartmentalist as 
Shimomura Toratarō recalls him saying that a philosopher’s personal life, unlike 
that of a writer, is not so important for understanding their work. Indeed, this caused 
a controversy amongst the editors of the old edition of the Complete Works of 
Nishida Kitarō whether or not to include Nishida’s diary and correspondences at 
all. At the end they decided to include them and Fujita clearly appreciated this 
choice as he (together with the other editors) decided to include more 
correspondences in the new edition. It is also clear that Fujita rejects the 
compartmentalist’s view since his intention of writing a biography was to shed light 
on Nishida’s philosophy by getting to know the human being, Nishida Kitarō. As 
he says in the Afterword, “I realized that new light can be shed on Nishida’s 
philosophy by approaching Nishida’s thought from behind, so to say” (382), 
namely by examining the backstories to his work and life.  

However, this is not to say that Fujita was a reductionist who seeks to 
understand the work of a philosopher purely as an effect of life events external to 
the work. As we will see below, a good portion of the book is devoted to a close 
reading of Nishida’s philosophy based on his published works, and it is evident that 
Nishida’s own testimony of his life as well as the words from his close ones are 
provided as a means to shed light on his philosophical ideas, and not as holding the 
ultimate secret to understanding them. Steering clear from the two extremes, 
Fujita’s book can be said to be what James Conant and others have called a 
“philosophical biography”, namely a biography that attempts to facilitate the 
understanding of a philosopher’s thought through attention to their life (Conant 
2001, 16; Monk 2001). This is probably what sets his biography apart from those 
written by his disciples and his relatives, as well as some of the more recent ones, 
that bring to light the historical significance of Nishida’s life and philosophy. As 
mentioned earlier, for Fujita, Nishida is not a person in the past nor is his writings 
a mere historical text. Fujita’s philosophical biography is written with the clear aim 
of helping the reader better understand Nishida’s philosophy and think along with 
Nishida to develop their own thinking from their milieu today. 
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The book is divided into four parts in chronological order of Nishida’s life. 
The title of each part includes Nishida’s own words taken from his diary and 
writings and is accompanied with a few words. The first part is titled “Nonetheless, 
I was not happy”: From Zen to Philosophy; the second, “I found the clue to lay the 
logical base for my ideas”: Pure Experience and Basho; the third, “My mind and 
body felt lighter”: From the “Self” to the “World”; and fourth, “The world has 
become an actuality”: In Between East and West. These titles are like snapshots of 
milestones in Nishida’s life, and taken together, they already give us a glimpse of 
how Nishida’s life and career developed. In fact, the choice of including Nishida’s 
own words in the titles reflects Fujita’s basic stance observed throughout the book 
to include as much as possible Nishida’s own account, as well as testimony from 
others close to him, to provide a compelling picture of Nishida’s life. This approach 
allows the reader to feel more like we are listening to Nishida and others speak 
through Fujita and less like merely listening to Fujita tell a story about Nishida. 
Indeed, it is astounding as to the breadth of testimony Fujita manages to bring in 
from Nishida’s social circle. Some of this reflects the new findings about the details 
of Nishida’s life based on the recent additions made to the Complete Works of 
Nishida Kitarō, but much of it is a result of Fujita’s efforts to study the various 
connections and backstories hidden behind the written words.  

Let us now take a closer look at each part. Part I probably gives the reader the 
most feeling of reading a typical biography as it walks you through the details of 
Nishida’s life from his upbringing and relationship to his family to his school life 
and his relationship to his peers and teachers. Among the various anecdotes that 
Fujita introduces, there is one in particular from Nishida’s high school days that is 
quite intriguing in light of what we know about Nishida’s philosophy today. This 
is found in a correspondence to his close friend and one of the several with whom 
Nishida had various intellectual discussions: Yamamoto Ryōkichi （山本良吉）. 
Against Yamamoto who argued for the immortality of the soul, Nishida argued in 
favor of materialism based on Nakae Chōmin’s materialistic view of nature. This 
is quite surprising given that what he develops later in An Inquiry into the Good 
（『善の研究』） is far from a materialistic worldview. And even more surprising is 
how he dismisses religion and god as nothing but a delusion in another letter to 
Yamamoto (18-19). Leaving the young Nishida, Fujita then goes on to survey 
Nishida’s difficult life as a non-regular student at the University of Tokyo and his 
early years of teaching at various high schools. This period of teaching was a time 
of struggle for Nishida. Fujita draws from Nishida’s letters he wrote to his friends 
and colleagues that testifies to the struggles he was experiencing revolving his 
family life. In an essay titled “The Doubts of the Human Mind” (人心の疑惑; 1903, 
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compiled in Vol. 11 of the new edition) he writes that the doubts of the human mind 
is not a philosophical problem that arises from an intellectual demand, but is a “life 
problem” （生命の問題） that arises from a practical demand. During this time, 
he chose to put his philosophical career on hold to focus on gaining peace of mind 
through Zen training. As he writes in his diary, “I will not think about religion or 
philosophy until I reach awakening” (57).Yet what is interesting is that on the day 
he finally passed the famous Mu koan, he wrote in his diary: “Nonetheless, I was 
not happy”. To his utter disappointment, the kensho experience did not have the 
transformative power to give him the peace of mind that he desperately wanted. 
However, this event occasioned Nishida to realize that the appropriate place for 
him was academia and not Zen. As if to signal a turn away from Zen to philosophy 
(though he would continue his practice), he started publishing several essays 
around this time that would later become parts of An Inquiry into the Good.  

Compared to Part I, which is largely about Nishida’s pre-philosophical life, 
Part II is more philosophical. The bulk of this section is devoted to outlining the 
development of Nishida’s thought based on the idea of pure experience to the 
period where he struggles to find his original standpoint around the time of Intuition 
and Reflection in Self-awareness （『自覚に於ける直観と反省』）, and finally where 
he makes a breakthrough to his idea of basho in the mid-1920s. Fujita does a 
wonderful job of making Nishida’s philosophy comprehensible and accessible, and 
thereby making the transition from Part I to Part II less challenging than what one 
may expect. This is also aided by the stories Fujita tells us about Nishida’s lecture 
style as well as his relationship with his students, which were typically reciprocal. 
His lectures were not about him disseminating knowledge to his students, but as 
Miki Kiyoshi later revealed, they had the spirit of “inviting others to a philosophical 
investigation” (114). Nishida often quoted from the Zen Master Baizhang Huaihai 
（百丈懐海）, “If your view equals your teacher’s, you diminish your teacher’s 
virtue by half”, which is to say that only by going beyond the teacher can one 
become competent. Nishida encouraged his students to think for themselves and 
praised those who developed their original ideas. Even when their ideas developed 
in a different direction from Nishida’s, as did Miki Kiyoshi and Tosaka Jun, this 
didn’t deter his affection for them. Another point Fujita brings up is the contrast 
between the gleaming success he was enjoying as his works were gaining 
recognition, on the one hand, and the deep and intense sorrow he was experiencing 
in his personal life, on the other. He lost two of his young daughters in 1907, his 
son in 1920 and finally his beloved wife Kotomi in 1925. Recalling this period, 
Nishida writes in a letter to his old friend Hori Ikō （堀維孝） that the fame and 
recognition that he was gaining were no more than “bubbles of illusion” （虚幻の
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泡）. He also wrote that he was working hard during this period as a way to deal 
with the deep sorrow and loneliness he was feeling within (191). 

Nishida’s open and welcoming attitude towards criticisms and original ideas 
was held towards his colleagues as well. Indeed, throughout his life, he continued 
to develop his ideas in light of the criticisms he received, which is why Fujita 
decided to give the subtitle of the book “Unfinished Philosophy”. Drawing on 
Nishida’s famous line, “Thinking by becoming the thing, acting by becoming the 
thing”, Fujita identifies the attempt to grasp the dynamic movement of life and 
reality in the midst of their movement as the defining marker of Nishida’s 
philosophy. Furthermore, Fujita adds that Nishida’s philosophy itself was also 
dynamic and constantly renewing itself (336). As is well known, in an essay titled 
“Requesting Instruction from Professor Nishida” from 1930, Tanabe Hajime posed 
a severe criticism toward Nishida’s early ideas of basho. Taking these criticisms, 
as well as those posed by Tosaka Jun and others based on their Marxist views, 
seriously, Nishida continued to develop his views after his retirement. Part III 
sketches out this development as he moved away from his earlier focus on 
consciousness to the consideration of the bodily self acting within the historical 
world. Fujita sums up this move as that from consciousness or the self to the world 
(206). The author then moves on to Nishida’s personal life after his retirement. He 
quotes from Nishida’s diary on the day of his last lecture where he says: “My mind 
and body felt lighter. From now on I am a private individual and will focus on 
merely developing my own thought” (201). Nishida was indeed true to his words 
as he continued to refine his ideas, but his life was not entirely free from concerns. 
Fujita sheds light on the fatherly side of Nishida as he actively sought various 
possibilities to ensure that his three young daughters marry and settle down. We 
also learn about the more vulnerable side of Nishida struggling with loneliness 
before finally finding solace in his second marriage with Yamada Koto. 

Part IV draws out the later years of Nishida’s life as he finds himself in the 
midst of the increasingly nationalistic tendency of wartime Japan. Several of 
Nishida’s published writings during this time employ controversial terms such as 
“the Japanese Spirit” （日本精神）, “the Imperial Way” （皇道）, and “kokutai” 
or “the National Polity” （国体）. While this has prompted much criticism, Fujita 
draws attention to the context in which these were written and sheds light on the 
backstories of his involvement with some of the governmental bodies. For example, 
we learn that his involvement with the Council for Education Reform （教学刷新
評議会）, which was an advisory body for the Minister of Education, was not a 
voluntary choice but a rather reluctant one; he basically could not let down his 
former student from the Fourth High School who had directly requested Nishida to 
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accept the position (270-273). And a closer reading of his writings where he 
employs those controversial terms reveals that he was attempting to not merely 
reiterate the discourse, but rather, to redefine the terms based on a global and 
multicultural standpoint. Far from a narrow-minded nationalism, Nishida believed 
that each nation and culture must go beyond itself to contribute to the making of 
the world. Indeed, he believed that this was both inevitable and necessary, as he 
claimed in a public talk he gave at Kyoto University, “The world today has become 
concrete. Instead of being abstract, the world has become an actuality” (277). 

Earlier I said that when reading this book, one gets the impression that we are 
listening to Nishida and others speak through Fujita rather than merely listening to 
Fujita tell a story about Nishida. But this is not to say that the author is completely 
invisible. Indeed, a good biography is one where we learn not only about the person 
in question but also about the author him or herself. Although Fujita generally 
keeps his own voice in the background, his presence can be felt most in his 
emphasis on the compassionate side of Nishida. As we already saw, Fujita talks 
about Nishida’s sympathetic attitude towards his students even when they 
developed ideas quite far from Nishida’s. And we also saw how he cared deeply 
about his family. To give another example, Fujita tells a story about Nishida writing 
the Preface to his high school friend, Fujioka Sakutarō’s （藤岡作太郎） book 
Lectures on the History of Japanese Literature （『国文学史講和』） published in 
1908. Instead of writing about the content of the book, which would have made it 
more appropriate for the occasion, Nishida wrote about the deep sadness one feels 
when losing one’s loved ones. Fujioka had just lost his daughter and Nishida had 
resonated with him as he had also just lost two of his young daughters. By casting 
light on this compassionate side of Nishida, Fujita provides a revision to the 
common understanding of Nishida as a solemn and unfaltering thinker as one-sided 
and complements this by shedding light on Nishida as a warmhearted and 
vulnerable human being. This provides us with a more nuanced picture of Nishida 
and perhaps brings him a bit closer to us, which could be quite helpful when one is 
dealing with difficult material such as Nishida’s works. 

To conclude, let us return to the question of how we should read this book. 
Oftentimes we choose to read a biography or an autobiography to learn about the 
interesting stories of a person who had a successful career. However, while we 
certainly learn interesting facts about Nishida, this is not all that the book offers 
and it is also not what makes this book unique and interesting. As I stated earlier, 
Fujita makes it very clear that his intention of writing this book is not to entertain 
the readers, but to shed light on Nishida’s philosophy from a different angle; the 
book is not just any biography, but a philosophical biography. Furthermore, Fujita’s 
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ultimate aim is to encourage readers to think along with Nishida to develop their 
own ideas. As an “unfinished philosophy”, Nishida’s thinking moves us to continue 
where Nishida left off, or to revisit the problems he grappled with. Therefore, we 
should read this book with a philosophical aim of better understanding Nishida’s 
philosophy, and ultimately, to make his problems our own for us to contemplate 
from our milieu today. Having beautifully sketched out Nishida’s life and his 
philosophy for us, and bringing to the fore the compassionate side of Nishida, Fujita 
has left the reader the important task to assess for ourselves whether or not and to 
what extent Fujita’s exposition of the human being, Nishida Kitarō helps us toward 
this end. 
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[書評]給予越多，經驗越少 

―評馬里翁訪華演講集《笛卡爾與現象學》― 
 

楊 小剛 
 

在世現象學家中，馬里翁（Jean-Luc Marion）與扎哈維（Dan Zahavi）在中文學

界中最為知名、影響最為卓著。雖然黑爾德（Klaus Held）、菲嘉爾（Günter Figal）、

甘德爾（Hans-Helmuth Gander）、史登爾（Georg Stenger）以及其他一些學者作為胡

塞爾（Husserl）、海德格爾（Heidegger）和舍勒（Scheler）的研究者也為中國哲學

界熟知，但被視為于現象學有原創貢獻者，唯有兩位。二人也分別代表了現象學甚

或哲學發展的兩條基本方向，這兩條方向仍舊可以用帕斯卡爾（Pascal）所謂敏感精

神和幾何精神這一老派的區分加以標識，儘管這樣的區分有過時、粗糙之嫌。它們

所標識的是與面對所謂外在、客觀的自然世界時的兩種哲學態度之間的親疏遠近，

因為胡塞爾的著名批判，我們知道這兩種態度分別是自然主義（Naturalismus）和反

自然主義（Anti-Naturalismus）。在《作為嚴格科學的哲學》這篇文章中，胡塞爾旗

幟鮮明地指出，自然主義作為一種有缺陷的哲學，未經檢驗地將自然世界視為獨立、

客觀的實存，並認定自然科學是認識自然世界的唯一有效途徑，更成問題的是，遵

從自然主義的實驗心理學將意識也視為諸種自然現象中之一種，絲毫不能認識到意

識之于自然世界的先驗構成作用。1反心理主義、反自然主義因此成為任何一位現象

學學習者理解胡塞爾必由的門徑。 

然而，自然主義並沒有因為胡塞爾及之後諸多現象學家的批判偃旗息鼓，恰恰

相反，它以物理主義（physicalism）這一實際上與自然主義同義、只不過出自希臘

語源的名目佔據了當代哲學的舞臺，即便有種種反對聲音，也只是在其激進立場上

的後撤、調和與折衷，而在物理主義背後是戰後半個多世紀以來自然科學無論是認

識世界還是主宰世界上獲得的巨量成就。與之相反，現象學倒成了背景上的陰影，

 
1 Husserl, Aufsätze und Vorträge: 1911-1921, Dordrecht/Boston 1987, pp. 17, 104. 
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以至於歐陸哲學與英美哲學的門派區分因為兩者不成比例的力量消長而不再有效。2

正因此，扎哈維作為當代現象學的代表之一，轉用上世紀末一部綱領性研究文集的

標題——《自然化現象學》（Naturalizing Phenomenology）3，提出“自然化的現象學”

（Naturalized Phenomenology）的主張。4中文翻譯的一字之增無法反映扎哈維的理

論意圖，從現在時或者說動名詞變為完成時或者說分詞式形容詞反映的是，在他看

來，胡塞爾已然著手處理現象學的先驗維度與自然主義態度之間的合作關係，他區

分了先驗現象學和現象學心理學，後者以非還原的方式研究意嚮性意識，前者應當

為其鋪平道路。5因此可以說，扎哈維並不認為現象學與自然主義的經驗研究完全對

立，在胡塞爾那裡就存在某種自然化的現象學的雛形。 

與扎哈維對自然主義的開放和容納對比，才能凸顯馬里翁所堅持的另一條現象

學道路的迥異。有一個事實可以清楚標記二人的差異：在整個現象學傳統中，扎哈

維除了追溯至胡塞爾，最為倚借的是梅洛ꞏ龐蒂，而馬里翁對其評價一般。梅洛-龐

蒂（Merleau-Ponty）雖非最早關注身體性的現象學家，但他對具身現象學的充分發

展不僅突破了胡塞爾對先驗意識維度的過分關注，而且也刺激分析哲學家們反思笛

卡爾以來的身心二元論和當代的內在主義意識理論，成為考察身心問題不能繞開的

理論路徑。在諸多現象學家中，他與分析哲學及經驗科學有著最為寬廣的對話空間，

尤其可以和前沿的認知科學找到不少共識，追奉神經科學的分析哲學家們自然服膺

其幾十年前的洞見。6然而，馬里翁在他 2017 年的訪華行程中，親口向中國學者表

示了對於梅洛-龐蒂的輕視，在方向紅、黃作兩位先生主編的馬里翁訪華演講集《笛

卡爾與現象學》7中，他對法國現象學傳統的追述和闡釋鮮有提到梅洛-龐蒂之處，

 
2  正如近年直接以《現象學與自然主義》為題出版的文集編者開篇宣稱的，“在當代盎格魯-美
國哲學和歐陸哲學中，自然主義都當仁不讓地成為主流”。見 Winkler (ed.), Phenomenology and 
Naturalism, London/New York 2017, p. 1。 
3  Petitot, J., et al. (ed.), Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and 
Cognitive Science, Stanford 1999。與中國現象學界認為法國當代哲學捍衛歐陸哲學傳統的通常
印象不同，這部文集由包括巴黎高師學者在內且占大多數的法國學者與若干美國學者合作完成。 
4  Zahavi, D., "Naturalized Phenomenology", in Gallagher, S., Schmicking, D. (ed.), Handbook of 
Phenomenology and Cognitive Science, Dordrecht/London 2010, pp. 3-20. 
5 Ibid. 10-11. 
6 參見 Gallagher, S., "Phenomenology and Embodied Cognition", in Shapiro, L.E. (ed.), The Routledge 
Handbook of Embodied Cognition, New York 2014, pp. 9-18，此處見 pp. 10-12。 
7 馬里翁：《笛卡爾與現象學：馬里翁訪華演講集》，三聯書店，2020年。 
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相反，對列維納斯、德里達推崇備至。難以深究他對梅洛ꞏ龐蒂評價不高的原因，但

這一事實確實標誌性地顯示出他與自然主義以及任何“自然化現象學”的距離，他更

為堅定或者說激進地持守反自然主義態度。其激進立場可以用中文對 transzendental、

transzendent兩個著名術語的不同翻譯略加說明。 

在康德（Kant）的語境中，transzendental和 transzendent以眾所周知的“先驗”、

“超驗”著稱，而在胡塞爾那裡，transzendental 雖然繼承了“先驗”的認識論含義，但

更主要的成為現象學還原（phänomenologische Reduktion）這一哲學態度的同義詞，

它追問的是對一切自然主義視為自在的客觀存在何以可能的前提條件，也就是“超出”

所謂的客觀存在之外，因此倪梁康先生借鑒日文翻譯時而將其譯作“超越論的”。而

transzendent一語在傳統的超驗形而上學（transzendente Metaphysik）經批判哲學之瓦

解後，獲得了嚴格的現象學含義——“超越的”，意指先驗自我如何又超出自身之外

與對象、與世界相關。8到了海德格爾康德書的中譯本中，這對術語也被譯為超越論

的、超越的9，這樣的譯法在馬里翁處沿襲下來。中譯的演變反映的是現象學思想的

推進，如果說胡塞爾將現象學還原推進到先驗自我（das transzententale Ich）的意識

維度（儘管不止於此），因此仍然上接先驗之意的源流，那麼海德格爾則將其突破了

主體意識的限制，讓存在（Sein）本身顯現（儘管他很少使用現象學還原這一術語）。

超越論的哲學方法不斷追問“超出”默認無可置疑的存在者之外的先在條件，而還原

所得到的先在條件又必須能夠保證“超出”這些條件之外的存在者得以可能，也就是

說超越論的和超越的分別是兩個方向的“超出”。先驗意識的維度雖然能夠較好地回

答前一個問題，但始終面對客觀性以及主體間性（Intersubjektivität）的難題。海德

格爾的存在論則將無論客體、主體還是神都視為必須“超出”的存在者（Seiendes），

此在（Dasein）、在世界中（Sein-in-der-Welt）、因緣（Bewandtnis）、上手狀態

（Zuhandenheit）等關於存在樣態的術語則消解或者說規避了客觀性和主體間性問題，

只不過他的不斷“超出”愈加遁入神秘主義。我們知道，馬里翁批評海德格爾將上帝

降低為存在者，而海德格爾的存在也不足以言說上帝，他同時從胡塞爾的“原初給予

 
8 见倪梁康：《胡塞爾現象學概念通釋》，三聯書店，2007 年，transzendental 及 transzendent 詞
條。 
9 见王慶節先生的翻譯《康德與形而上學疑難》，商務印書館，2018年。 
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的直觀”和海德格爾的“有/它給出”（Es gibt）引申出給予這一在他看來甚至“超出”存

在的維度，上帝則是給予的最終源泉。雖然馬里翁被稱為現象學神學轉向的開啟者，

但他的現象學神學毫無神秘主義色彩，倒是在一定意義上嚴格遵循胡塞爾的現象學

還原方法，並將其推至無以復加的境地，“還原越多，給予越多”這個著名公式便是

其姿態的精煉表達。事實上，這個公式也可視作對超越論的和超越問題的一個簡潔

回答：還原所獲得的先在條件不僅是被給予的，而且給予本身保證了它們與“超出”

它們之外的一切的關聯10。基於這樣的激進立場，馬里翁不可能接受任何自然主義

的承諾，不可能接受無論是分析哲學還是自然化現象學甘作自然科學女僕的卑微姿

態，除非自然科學不需要理由（reason）11，否則其終極理由只能是上帝的給予。 

一 笛卡爾式的沉思 

很明顯，上述問題的提出和推演是笛卡爾式的——在懷疑之後要重新獲得世界

的可確證性，這也是胡塞爾一再回到笛卡爾的原因，而馬里翁將他 2017年訪華的五

場演講中的兩場都獻給了笛卡爾。在第一場演講《現象學在何種意義上能夠或者不

能夠依仗笛卡爾》中他更明確地陳述了自己所理解的現象學與笛卡爾的關係，他宣

稱，現象學幾乎就是一種新笛卡爾主義（頁 14），但他也清楚胡塞爾與海德格爾對

笛卡爾的批評：胡塞爾指責笛卡爾最終沒有通向先驗/超越論哲學，而是賦予在思的

自我（ego cogitans）以實體地位，最終仍止步於“先驗/超越論實在論”（der 

transzendentale Realismus）——也就是康德給笛卡爾的標籤；對於海德格爾來說，笛

卡爾以實體來理解所有存在者的存在方式，是西方在場形而上學的存在論-神學-邏

輯（onto-théo-logie）在現代的全面表達。然而，馬里翁對於這些經典批評進行了全

盤顛覆，由此顯示出他精通笛卡爾文本、出身笛卡爾研究的專業學者水準，只不過，

與通常那些在語文學基礎上反駁現象學式解釋——這常常用在海德格爾身上——的

 
10 至於這個回答是否成功，尤其是給予是否真的能夠保證先在條件與超出其外的對象的關聯另
當別論，下文會略加提及相關爭辯。 
11  自然科學確實不需要也不研究理由，而只研究原因（cause）。參見自然主義的堅定擁護者
D.C. Dennett的 From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds, New York 2017, Part 1.3. 
On the Origin of Reasons。 
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哲學史家不同，馬里翁要將笛卡爾更為徹底地塑造成一個現象學家。 

他批評胡塞爾和海德格爾“沒有為了笛卡爾自身——尤其沒有作為笛卡爾自身—

—來閱讀他”（頁 21），這無過於說他們沒有貼近笛卡爾的文本、沒有為了解釋笛卡

爾的原意來閱讀他——一個原創性思想家幾乎都會遭到的指責。對於胡塞爾，馬里

翁的證據是第二沉思並未使用實體一詞，這個術語在第三沉思才首次出現，且首先

是為了證明上帝的存在而非自我。對於海德格爾，他的反駁是，任何存在者都以實

體的方式存在可能對斯賓諾莎和萊布尼茨有效，但對笛卡爾絕對無效，對於笛卡爾

來說，嚴格意義上只有上帝才配享實體之名。我們不想細究馬里翁在文本上的考辯，

因為很可能他也會遭遇其他笛卡爾專家的類似指責。我們只關注他對笛卡爾的解釋

在何種意義上展示出現象學的不同道路，又能在這條道路上前行到何處。 

馬里翁的顛覆性解釋關鍵在於他不認為普遍懷疑是笛卡爾的唯一出發點，或者

說他在探尋懷疑之前更為源始的起點。按照通常的理解，笛卡爾依靠懷疑本身的不

可懷疑證明了自我作為實體的存在，現象學還原在負向的懸擱意義上保持了與普遍

懷疑的淵源關係，但在馬里翁看來，在懷疑之前是確認所思之物（cogitata）的純粹

呈現，他將其稱為重新導回（reconduction）：“使懷疑得以可能之物並不有賴於懷疑

主義，亦不有賴於對信念、意見和贊同的懸擱，即所有縮小化和限制性的操作，而

有賴於一種更為根本的重新導回，把任何知覺和表像重新導回到另一種狀態，即重

新導回到各種純粹呈現（présentations pures）的狀態，而各種純粹呈現最終不表像

自身之外的任何東西。”（頁25）按照這樣的解釋，笛卡爾做過的就是胡塞爾所做的。

在《笛卡爾式的沉思》中，胡塞爾指出對世界存在與否的懸擱並未讓自我面對世界

被刪除後的虛無，而是讓自我獲得了整全的純粹體驗。12馬里翁強化了胡塞爾的觀

點，在他看來，對於現象學還原來說，懷疑顯現者真假與否或者說存在與否只是次

要的、派生的問題，清楚明白的顯現本身才是更原初的且一開始就得到保證的肯定，

還原的意義不在於刪減以及刪減之後的剩餘，而在於“為意識增添了向其顯現者的廣

大無際”（頁 27）。由此不難得出結論，笛卡爾向純粹呈現的重新導回即正向意義上

的還原（reduction）。 

 
12 Husserl, Méditations Cartésiennes, Paris: J. Vrin 1969, p. 60. 
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對於笛卡爾全部著作的熟稔讓馬里翁發現，普遍懷疑的思路在較晚時期才出現，

而且在 1644年之後迅速消失。著作全集編纂取得的豐碩成果讓馬里翁能夠提供一定

文本證據，他認為笛卡爾從未完成和發表、但由其傳記作家巴耶（A. Baillet）轉述

的第一篇論文中就表達了如下核心觀點：睡眠和清醒之間的區別對於思想而言並無

區別，只要所思者清楚、分明。第三沉思發展了這一觀點，馬里翁將此處所說的“凡

是我們領會的十分清楚、十分明白的東西都是真實的”徑直譯讀為：一切在內在的思

維活動中清楚、明白地顯現之物都應因其自身給予，也就是因為其為真而被接受。

馬里翁還認為 1627年出版的《規則》（Regulae ad Directionem Ingenii）中就包含了正

向意義的還原，即規則十二所說，應該按照事物呈現於我們認識中的次序，而非按

照它們真實存在的情況去考察它們，因此思考的是那些最簡單的性質（naturae 

simplicissimae）。所以馬里翁宣稱，必須解除胡塞爾的還原與笛卡爾懷疑之間的親近

關係，還原並非與懷疑相對應，儘管他很重視這種關係，而同時胡塞爾比自己想像

的還要接近笛卡爾，也就是笛卡爾重新導回的純粹呈現已經蘊含了某種超越論哲學。

而在論證笛卡爾已經實行了某種形式的還原之後，馬里翁繼而推論，他的還原還闡

明了現象學的另一重規則：思即意味著以行動的方式而思，經由決定而非演繹而思

才能獲得現象學的優先性，由此和海德格爾的決斷也產生了關聯。對於這一演講提

出的問題，馬里翁最後的結論是，“問題並不在於重新詢問笛卡爾是否預演了現象學

的論題，反倒在於詢問現象學的某些操作是否重拾了笛卡爾方法的某些環節”（頁

44）。無論是純粹呈現的無限敞開，還是對純粹呈現的意願性決斷，在這兩個環節上

現象學都仰仗笛卡爾。 

第二場講座《笛卡爾的感受之思》是馬里翁 2013 年出版的同名專著13的一個精

簡的講解，主題上是對第一個環節的進一步揭示，雖然他並未直接主張，但從演講

中可以得到更具顛覆性的推論：一是顛覆笛卡爾奠定了現代身心二元論這一被大半

學界接受的主流觀點，二是證明笛卡爾已經發展了某種身體現象學，並且堅決反自

然主義。在對笛卡爾的教科書式或者說教條式解釋中，思維者（res cogitans）與廣

延者（res extensa）的二元對立主宰著對他的整體理解，身心關係因此一直被視為笛

 
13 Marion, Sur la pensée passive de Descartes, Paris 2013. 
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卡爾無法解決的難題，松果腺成了嘲笑笛卡爾的老生常談，馬里翁卻獨創性地引入

笛卡爾談到的第三種原初概念來破除二元論的困境。 

雖然澄清了向純粹呈現的導回與現象學還原的對等關係，但第一場演講沒有說

明純粹呈現的內容也就是那些最簡單的性質究竟是什麼——關注這些內容中的哪些

部分會直接影響其哲學的特性。在這篇演講中，他羅列了笛卡爾在不同時期思考的

簡單性質清單。1627 年的《規則》中談到實存、統一性、時間和一般存在者的各種

規定性，也就是一般形而上學探究的概念，然後是物體觀念以及絲毫不依賴於物體

觀念的所思、所疑、無所知的以及意願行動，在物體觀念之下還有形象、廣延、運

動等等。1643 年在給伊莉莎白的通信中則包括存在、時間、數等最一般的概念，然

後就物體而言有廣延、形象、運動等，就靈魂而言有思維、理智的各種知覺和意願

的各種傾向。馬里翁認為在這版清單中發生了重大改變，也就是隨後增添了“最後，

就靈魂與身體的總體而言，我們只有它們的合一這一原初概念，靈魂所具有的驅動

身體的以及身體通過造成它的各種感知和各種感受而具有的在靈魂之上起作用的力

量的觀念依賴于這種合一”（頁 51）。從身體與靈魂的合一這第三種不可還原的原初

概念出發，有理由主張笛卡爾不是一個身心二元論者。但這第三種原初概念絕非什

麼新鮮的發現，1641年的《沉思集》（Meditationes de Prima Philosophiae）中，前五

個沉思中論述了最一般的概念、物體的概念、思維的概念，第六沉思則增加了我們

在自身中體驗到的既不能歸於靈魂、也不能歸於身體的、而只能歸於兩者緊密合一

的東西，具體而言則是：“（a）全部感覺，首要的是疼痛和快感；（b）接著就是光

和色、氣味和滋味、熱和硬以及別的觸覺性質；（c）餓和渴；（d）最後是喜悅、悲

傷、憤怒和愛”（頁 53-54）。1644年的《哲學原理》（Principia Philosophiae）也給出

了類似清單。馬里翁提到了所有這些文本證據，那他有什麼理由認為 1643、1644年

的清單與 1627、1641年相比有著根本不同（頁 51、54）？ 

關鍵是 1643 年的清單中加上了通過身體施加在靈魂之上的感知（sentiment）和

受動（passions），馬里翁認為這就將感覺的感受性14（la passivité de la sensation）包

 
14 或者譯為受動性，馬里翁用 passivité强調的是被動狀態，相應的 pensée passive可譯爲受動之
思。參見黄作：《論馬里翁對笛卡爾“吾身”概念的闡發——從<第六沉思>中的一條暗線談起》，
載《世界哲學》，2017年第 4期，頁 67-74。 
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括進來。儘管《沉思集》與《哲學原理》中的清單非常相似，但前者只涉及欲望

（appetitus）和感動（affectus），而不涉及激動（commotiones）或者說靈魂的感受

（pathemata），也就是如他所說尚未將感受之思（pensée passive）從各種感動

（affections）引向靈魂的各種感受（passions）。這一連串西文術語的翻譯無疑會引

起巨大混亂，它們出自不同語源，首先是希臘語拉丁轉寫的 pathemata，接著是拉丁

語 appetitus、affectus、commotiones，然後是拉丁語源的法語 affections、passions、

sentiment、sensation。儘管還可以儘量追求對它們的準確翻譯，但中譯不可能讓人

們明白它們之間的區別，這些中文詞語之間的區別本就難以澄清。而任何了解西塞

羅（Cicero）、奥古斯丁（Augustine）等古代思想家用拉丁語對古希臘以來的感受、

情感問題所作討論的人都知道，passio、affectus、affectio 等術語沒有嚴格的含義差

別15。馬里翁全然未說明在笛卡爾的時代這些術語有何區別，也沒有就自己所說的

感受之思與這些術語之間的關係做任何解釋，我們僅僅能大致感覺到，他強調的是

靈魂被動遭受而產生運動，正如 passive一詞明確呈現出的被動含義，雖然這樣的理

解會立刻引起困惑：上述第六沉思的清單中，疼痛與快感、五官的感受、餓與渴、

喜悅和悲傷等等何以就不是靈魂被動遭受的？馬里翁沒有為最明確體現感受之思的

passions給出任何例證。 

拋開這些文本解釋上的粗糙不論，就問題本身而言，我們確實看到，在笛卡爾

那裡有著某種既不能歸之於身體、也不能歸之于心靈，而必須以身體與心靈的合一

為基礎才能設想的心靈通過身體的被激產生的感受，核心問題是這種觀念是否是原

初不可還原的。第二場演講的大半部分都獻給了這一問題。馬里翁首先直接駁斥了

自然主義從廣延的角度來思考心靈受動，也就是將它們還原為身體和外界的物理變

化，笛卡爾的方案在他看來簡潔明了：只需要從身心合一本身去思考足矣。身心合

一不遵從物體相互作用的因果規律，這一說法似乎讓身心關係難以理解，而且會立

刻遭到偶因論（occasionnalisme）的指責，也就是說身體的激動和心靈感受之間完

全沒有可把握的規律。但如果我們略加考察一下當代神經科學對於物理主義還原論

 
15 西塞羅用 perturbatio、affectus、affectio 等詞來翻譯古希臘語 παθή，阿普琉斯（Apuleius）則
使用 passio，奥古斯丁清楚不同的用法，並認為 passio 更貼近古希臘語，但他同時使用不同術
語，也未做嚴格區分。參見 Augustine, De civitate dei, IX 4。 
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的支援就可以發現，它們同樣不能避免偶因論，想想某些特殊的情緒錯亂、性欲顛

倒現象就知道，在外在刺激-神經活動-心靈感受的鏈條上不存在必然聯繫。馬里翁

乾脆直言，針對身心間物理因果作用所做的爭辯毫無必要。16 

必然的不是身體被激和心靈受動之間的聯繫，必然的是只要有心靈通過身體產

生受動，身心就必然是合一的。我們可以設想沒有心靈的廣延世界，可以設想至少

對外界沒有任何接受的心靈，如笛卡爾說自我可以清楚分明地理解沒有感覺和想像

等能力的自我，即一個智性實體17，但從這兩種設想無法推導出外界造成心靈的受

動，這第三者只能來自身心合一的原初概念——這是我們可以為馬里翁的解釋給出

的一個基本論證。然而馬里翁的意圖並不僅僅是推翻對笛卡爾的二元論式解釋或者

為身心關係問題提供一個解決方案，他關心的是，“什麼樣的世界向著身心合一敞開”

（頁 58）。眾所周知，《沉思集》中對身心關係的思考之後進一步訴諸上帝，在無數

人看來失敗的方案對他來說格外具有吸引力。至此我們也就知道，他對笛卡爾的所

有解釋都是為其現象學的神學轉向鋪墊。 

二 現象學的神學轉向 

當馬里翁說“合一先於靈魂和身體而來，或者至少是從別的地方（d’ailleurs）而

來”（頁 55）時，不由讓人懷疑他是否暗中援引了奥古斯丁所說“上帝並非由亞當的

繁衍拿取生命的精神，而是從別的地方（aliunde）”18。雖然奥古斯丁說的是關於個

體靈魂受造的繁衍論（traducianism）與創造論（creatianism19）之爭，但其中即蘊含

上帝創造的靈魂與身體的種子理式（rationes seminales）處於什麼關係的問題，馬里

翁不可能不了解這一歷經千載的神學爭論。在第二場演講中他只是暗示了“別的地方”

的神學淵源，重點是展現身心合一在何處敞開，也就是意識中的純粹被動感受，是

 
16  黃作認爲在馬里翁的解釋下，笛卡爾藉助身心合一的“對感覺的感覺”成功解決了外在世界的
超越問題。見黄作：《論馬里翁對笛卡爾“吾身”概念的闡發》。但錢捷認爲馬里翁曲解了笛卡爾，
甚至連靈魂的廣延悖論都沒有解決。見钱捷：《超越心身對立——從馬里翁對笛卡爾的一個新
詮釋談起》，載《哲學研究》，2019年第 2期，頁 99-106。 

17 Meditationes, AT VII 78-79. 
18 Augustine, De Genesi ad litteram, 10,6,11. 
19 Creatianism 是一個甚少使用的英文術語，指每一個個體靈魂都由上帝直接創造的神學主張，
區別於譯為神創論的 creationism。 



168 [書評]給予越多，經驗越少 
 
 

他屢次強調的“我覺得我在看”（videre videor）的“覺得”20，正向的現象學還原重新

導回的第三種不可還原的原初概念。與此相應，思維者、自我首先不是懷疑的、反

思的，而是在感覺的且感覺到在感覺的，因此它首先不是理智的、主動的，而是感

受的、被動的，是處於肉身中並有著“肉的歷史”（頁 76）。 

而在第三場演講《論現象學在神學中的效應》中，馬里翁開始公開展示身心合

一、感受的純粹意識所敞開的“別的地方”。現象學還原禁止了自然主義在世界對象

認定上的橫向超越，也禁止了“對一個為世界實施奠基功能的上帝的縱向超越”（頁

80）——康德在未使用現象學術語時就已完成的工作，如今，馬里翁進一步否定了

胡塞爾擴展笛卡爾和康德的主體哲學而賦予超越論/先驗自我的優先地位，留給他做

文章的就只有純粹感受意識的充盈現象（phénomène saturé）。而在這步工作之前，

眾所周知的，他在其開啟的“現象學的神學轉向”中，首先搬掉了海德格爾這塊絆腳

石。海德格爾的“在世存在”已經啟示了對充盈現象的關注，然而在他對存在論-神學

的解構中，傳統神學中的上帝亦是一個在場的存在者，在他 1927年題為《現象學與

神學》的著名演講中，他宣稱神學與化學之間的共同點比神學和哲學之間更多，都

是關於存在者的實證科學，而現象學關注的是存在。21為了奪回上帝的優先和本源

地位，馬里翁在理論和概念上別無選擇——他不可能宣稱上帝即存在本身，而必須

宣稱上帝高於存在。為此他不惜推翻胡塞爾確立的“有多少顯現，就有多少存在”這

一原則，在第一場演講中他就呼籲：“必須堅決反對由‘有多少顯現，就有多少存在’

這一所謂的原則所提示的解釋，現象學遠非是將顯現變換成存在，完全相反，它是

將可能的和慣常的存在定性重新導回到它們的現象規定。”（頁27-28）22此時，他更

為明確地主張，純粹顯現不需要存在概念的加冕，“顯現者作為顯現已經顯現且因而

享有任何現象性的權利”（頁 85）。任何顯現出來的，都是自身顯現出來的，他同意

海德格爾的這一解釋，但這僅僅斬斷了康德在現象與物自身之間留下的殘損的臍帶，

 
20 只不過對這一表達的强調會讓人有理由聲稱，奥古斯丁已然操練過與笛卡爾類似的現象學還
原。在《反學園》中他正是用“我知道显现给我的是白色”、“我知道那让我耳朵愉悦”的思路反
駁學園派的懷疑論。見 Augustine, De Academicis, III 11.26。 
21 Heidegger, Wegmarken, Frankfurt am Main 1978, p. 49. 
22  對於馬里翁駁斥這一原則的一個歷史性概述參見方向红：《還原越多，給予越多？——試論
馬里翁第三次現象學還原的局限和突破》，載《世界哲學》，2017年第 3期，頁 5-12，此處頁 5-
7。 
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僅僅廢除了物自身的懸設，他仍然認為“有比現象的自身顯示更多的東西”（頁 86）。

當胡塞爾有利於他的訴求時，他又開始仰仗胡塞爾：他截取出胡塞爾的“自身給出”

這一表達，宣告了自身顯示對於自身給出的依賴性關係——首先是自身給出，然後

才有自身顯示，顯現者本身（lui-même）親身地（en personne）自身（se）顯示。無

論馬里翁加多少著重符號、用多少同義反復的術語，我們都很難辨別，顯現者的顯

現和給出就其自身而言究竟區別何在，但我們已經猜到了，他最終要祭出的是他那

條知名的口號：“還原越多，給予越多”。通過這一連串概念上的把戲，他在現象學

傳統和自己的現象學主張之間搭橋牽線。 

為什麼給予比顯現多一些，為什麼給予先於顯現？儘管馬里翁不可能再乞靈於

傳統的超越之路，但他無疑還是要在純粹的、感受的、充盈的意識層之外再敞開另

一個維度，這也是他為什麼強調感受之思的被動性——被動的便是接受的，接受給

予的、贈予的禮物。這樣的理論毫不複雜，幾乎不需要什麼分析、演繹和論證，只

需要跳躍式的斷言，當然他一來輕視演繹的思考，二來這些也經不起推敲：如果是

自己給出自己，難道自己所給出的就比自己所顯示的更多嗎？馬里翁，包括馬里翁

之類的大批現象學家一定會對這般咬文嚼字式的反駁嗤之以鼻，不過他首先要避免

這類讓自己的主張顯得無聊的反駁，因此不可能清楚說明上帝與給予之間究竟是何

關係，而必須讓一切保持晦暗不明，他只是說，上帝本身便是自身給出的顯現。誠

然，自從阿奎那區分了自然神學與啟示神學之後，啟示就被標識為基督教信仰的一

個核心特徵。在馬里翁的解釋下，在啟示中所自身顯現的，不是任何能夠確立同一

性的永久持存的對象，也不依賴於任何其他存在規定，而是無限顯現的事件或謂發

生（événement, Ereignis），當然，由於這一概念源自晚期海德格爾，如果有必要的

話，他會補充一句：上帝既不從屬於早期海德格爾所說的存在，也不從屬於晚期所

說的事件。 

現象學家們不厭其煩地為某個原理（principle）爭奪優先地位，從先驗自我、此

在、存在到他者、延異，馬里翁亦未改弦更張，執拗地宣告著上帝越出存在，高於

存在，先於存在。然而，並不能因此就認為馬里翁繼承的是否定神學傳統，言說的
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是上帝的不可言說。23如上所述，馬里翁看重的還原是正向的、重新導回的，而非

負向的、消減的還原。借助笛卡爾的一般存在、世界、靈魂這一簡單性質清單來做

說明，自然神學或者依靠一、完善、本質等一般形而上學的概念來理解上帝，所謂

先天的本體論路徑，或者理解為世界存在的第一因，所謂後天的宇宙論路徑，或者

依靠世界的完善和追問世界的目的加以論證，所謂後天的目的論路徑，此外，康德

獨闢蹊徑，儘管他沒有通過先驗自我推論上帝，甚至本身就否定自我作為實體的地

位，但仍舊通過道德主體的完善懸設上帝。在所有的這些嘗試之後，馬里翁則借助

笛卡爾清單中那個附加的、基於身心合一的感受性意識來言說上帝，以往的所有嘗

試都被他視為製作某種概念偶像。在這樣純粹的、充盈的顯現中，還沒有任何存在、

對象的區分，任何存在、對象的區分反倒依賴於顯現，啟示便是最充盈的顯現。所

以，他無疑是啟示神學的繼承者，但他不是在神跡中看到啟示，而是在所有身心合

一的、自我給出的感受意識中都看到啟示，不僅如奥古斯丁說的，基督道成肉身的

真理是哲學無法解釋的24，所有身心合一的純粹現象都“分有”——如果這個柏拉圖概

念不會因為太形而上學而被拒絕——上帝的贈與。 

馬里翁進一步提出一個超存在論（mé-ontologique）的主張：應該用作為現象的

各種對象和事件的區分來取代作為現象的各種對象和作為本體的各種對象之間的區

分（頁 88）。這一方面是宣告了自然神學的無效，一方面也是要擺脫康德先驗哲學

的束縛。25為此，他特別列舉了若干充盈現象來說明它們不依賴於先驗範疇：事件

的湧現不依靠量的區分，對偶像的注視不依靠對質的預期，我的肉身不依靠任何關

係，他人的面容和聖像不依靠與模態相關的一般經驗性思維的公設。理解這幾個例

證異常困難，而且人們可以輕易做出一些反駁，比如，如果沒有對象性的量上的規

定，只是單純的雜多，如何可能有事件的湧現，不過，馬里翁的理論意圖非常明顯，

這表現在如下理論前提中：“即使既不屈從於綜合也不屈從於構造，即使不需要通過

形式的或質料的先天原則這一卡夫丁軛形門，各種現象仍能真正地顯現。承認一些

 
23  這是吳增定的一個理解，見氏著：《存在的逾越——試析馬里翁在<無需存在的上帝>中對海
德格爾的批評》，載《雲南大學學報（社會科學版）》，2016年第 1期，頁 3-12。 
24 Augustine, Confessiones VII 14. 
25 要理解這一點必須理解康德的先驗哲學是對一般存在論的替代。參見 Heidegger, Kant und das 
Problem der Metaphysik, Frankfurt am Main 1991, pp.124-125。 
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不受其所謂的可能性條件束縛的現象，並不意味著它們顯現的不可能性，而是僅僅

意味著它們的顯現與我的有限性的各種條件相反地展開”（頁 92）。馬里翁非常清楚

要捍衛自己主張的理論突破口何在，但且不論他是否真的成功論證了有不依靠任何

先天形式條件而顯現的現象，即便有，他也無法從自身給出的純粹意識跨越到上帝

的贈與。 

三 給予的多元性 

我們提出一個戲仿馬里翁的問題：中國現象學在何種意義上能夠或者不能依仗

馬里翁？ 

馬里翁依仗笛卡爾文本論證的身心合一的感受性意識這一第三種不可還原的原

初概念的確令人信服，值得深入闡釋，對於分析的心靈哲學中一直聚訟不斷的身心

關係問題也提供了一個頗有啟發的理論視角，應該能夠讓那些研究法國哲學卻過快

服膺於人工智慧、神經科學威力的中國學者（見頁 164）相信，這是技術以及自然

主義還原論不可侵佔的領地。更為關鍵的是，中國現象學家幾十年來對現象學的推

進和馬里翁一樣，最終關心的都是意義給予（Sinnengebung）問題，這在全書最後

馬里翁與張祥龍、倪梁康兩位先生的對談中有鮮明體現。在馬里翁看來，可言說的

意義的給予依賴于直觀的、在純粹意識中的顯現，事件、充盈現象提供了意義發生

的境域。從天道思想角度看待現象學的張祥龍先生在這一點上和馬里翁有充分共識，

他同樣強調天道不是對象化的持存的形而上學原理，“我們只有通過‘直接經驗的發

生維度’才能領會這個無聲無臭的天道”（頁 281）。在給予性上張祥龍先生與馬里翁

有更多對話之處，儘管一直用現象學方法解釋儒家孝道的張先生立刻將給予放諸父

母的饋贈之上加以探討，但我們可以說，這並非將給予下降為一種簡單的家庭關係，

因為父母在生命和養育上的饋贈即是天道之自然流行，對於儒家來說是原初的生命

境域。孝道在張先生的解釋中，不是對象化地施諸父母之身，而是代際間意義和價

值的再生與迴旋。更廣大地說，意義和價值的生成一方面是對自然之贈與的體悟、

感發，另一方面是對這贈與的回應，正所謂“天命之謂性，率性之謂道”。 

然而，一旦要從被給予者的發生、顯現去探問那越出者，基督教與儒家便將遭
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遇不可避免的衝突，這一衝突首先表現在倪梁康先生的詰問中。在倪先生看來，對

父母之恭敬、對上帝之虔敬等意義的發生與回應都有賴於後天習得。這事實上阻攔

了馬里翁和張祥龍二位越出自身顯現領域之外的意圖，將所有這些意識感受降低為

時間內、歷史內的生活經驗，這樣做是有理由的，否則無法回答同樣都是自身給出

的意識顯現為何具有如此的異質性，馬里翁不至於譫妄到將儒家孝道納入基督教話

語，儘管他在在強調的上帝所不從屬的Ereignis在中文學界就與天道對應，張先生也

不能回避道家脫離家庭倫理的出世經驗同樣是天道流行。就此，我們可以對剛剛提

出的問題作第一步回答。馬里翁闡明了身心合一而顯現出的純粹感受性意識所具有

的不可還原的原初地位，這讓各種意義發生的境域都具有了不可被技術侵佔、不可

被還原為物理變化的領地。在許多人看來這可能是一個直接的意識事實，但馬里翁

為其提出了一個可以面對自然主義駁難的反擊。不過，從意識顯現的自身給出跨至

上帝的給予則是中國現象學家無法跟隨的，即便我們不用傳統形而上學的超驗/超越

（transcendent）來理解它，它終究是一種跨出。我們承認且主張，各種異質但同樣

飽滿、充盈、純粹的意識顯現都具有自身給予的神聖性，這也是中國現象學家用天

道來理解直接的生命經驗發生的原因，但其神聖性不需要額外的給出。相比于馬里

翁朝向的上帝的給予，他所說的“自我具有肉的歷史”（頁 76）更會為中國現象學家

欣賞——自我與肉身合一，肉身與世界、與歷史、與時間合一。一切的意義發生都

是在世界、歷史、時間之中，這並非一個將意義歸因於世界和歷史中已然被描述的

特定事件的文化心理學或歷史學命題，而是在堅持意識顯現的純粹現象性權利的同

時，同樣承認且主張，生命經驗必然在世界、歷史和時間中沉積，同時這又是世界、

歷史和時間在意識中的自身給出。僅僅強調感受性意識的不可還原，將忽視和抹除

肉身歷史的豐富與多元，顯現的自身給予依賴肉身的歷史性，這并非說歷史是給予

的源泉，而是説給予需要歷史性的觸發。在不同的意識給予之間設定某種可從屬、

可還原的結構，最終導致的是還原越多，經驗越少26，即過於強調那些還原之後剩

餘的先天原則，過於強調給予，而輕視後天歷史經驗的異質性。這也是為何馬里翁

 
26 我們不使用雅尼考（Dominique Janicaud）的“還原越多，給予越少”這一表達，這只是對馬里
翁的反唇相譏，而非嚴肅的理論辯駁。參見方向红：《還原越多，給予越多？》，頁 7。還原并
非增多給予，而是說所還原出的就是所呈現的給予。但是還原僅僅凸顯自身給予的原初性，抹

除了雜多生命經驗的後天觸發。 
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在第四場《美的現象》的演講中儘管反對概念性藝術，卻關於藝術、關於美作了一

番空洞乏味、毫無審美經驗可言的宣教——不可能指望他所説的愛美（philocalie）

（頁 128）的充盈能夠就東亞藝術有任何言説。 

在此基礎上，我們應該主張一種意識顯現的多元論，甚至可以説——多神論，

所有的給予都具有神聖性。這一多元論不僅强調肉身在歷史中的生命觸發，而且保

留了先驗意識結構的地位。這是對上述問題的第二步回答。現象學還原所獲得的給

予顯然不僅僅是意識的純粹顯現，意識的先天結構難道不也是種給予嗎？倪梁康先

生的立場是對先驗自我的捍衛，在質疑無論儒家還是基督教都有賴於經驗習得后，

他指出孟子的四端是對先天道德意識結構或者説“内道德結構”、先天道德能力的揭

示，依靠這一先天結構後天習得方才可能（頁 294）。倪先生沒有談論認識的先驗結

構，但浸淫胡塞爾數十年的他自然不會同意馬里翁對先驗主體地位的輕視。剛剛説

過，馬里翁很難説能夠證明無需任何先天條件的現象，勿庸言無需先天意識條件的

現象，甚至笛卡爾清單中第一類那些一般形而上學的傳統概念都可能在意識顯現中

捲土重來。號稱無先驗主體、無存在的自身顯現、自身給予不過是爲上帝爭第一本

原的名位。現象學家應該放棄對第一本原小兒拌嘴式的無謂爭論，接受某種多元論

才能保持現象學面對異質文化以及各種理論反駁的開放性。 

 

 

參考文獻 

方向红：《還原越多，給予越多？——試論馬里翁第三次現象學還原的局限和突破》，

載《世界哲學》，2017年第 3期。 

海德格爾：《康德與形而上學疑難》，王慶節 譯，商務印書館，2018年。 

黄作：《論馬里翁對笛卡爾“吾身”概念的闡發——從<第六沉思>中的一條暗線談起》，

載《世界哲學》，2017年第 4期。 

馬里翁：《笛卡爾與現象學：馬里翁訪華演講集》，三聯書店，2020年。 

倪梁康：《胡塞爾現象學概念通釋》，三聯書店，2007年。 

钱捷：《超越心身對立——從馬里翁對笛卡爾的一個新詮釋談起》，載《哲學研究》，

2019年第 2期。 



174 [書評]給予越多，經驗越少 
 
 

吳增定：《存在的逾越——試析馬里翁在<無需存在的上帝>中對海德格爾的批評》，

載《雲南大學學報（社會科學版）》，2016年第 1期。 

Dennett, D.C., From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds, New York 2017. 

Gallagher, S., "Phenomenology and Embodied Cognition", in Shapiro, L.E. (ed.), The 

Routledge Handbook of Embodied Cognition, New York 2014. 

Heidegger, M., Wegmarken, Frankfurt am Main 1978. 

―, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt am Main 1991. 

Husserl, E., Méditations Cartésiennes, Paris 1969. 

― , Aufsätze und Vorträge: 1911-1921, Dordrecht/Boston 1987. 

Marion, J.-L., Sur la pensée passive de Descartes, Paris 2013. 

Petitot, J., et al. (ed.), Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary 

Phenomenology and Cognitive Science, Stanford 1999. 

Winkler, R. (ed.), Phenomenology and Naturalism, London/New York 2017. 

Zahavi, D., "Naturalized Phenomenology", in Gallagher, S., Schmicking, D. (ed.), 

Handbook of Phenomenology and Cognitive Science, Dordrecht/London 2010. 

 

（广州・中山大学副教授） 

 



『求真』投稿規定 

一、論文のテーマは哲学・思想を含め人文学全般に関するものとする。ただし、

未発表のものに限る。翻訳論文については、翻訳前の言語で発表されていて

も構わないが、翻訳後の言語では未発表でなければならない。 

一、使用言語は日本語・英語・中国語とする。 

一、論文を投稿する際は次の書式に従うこと。 

①論文には「題目・概要（500字程度）・キーワード（5個程度）・本文・注・参

考文献（引用したもののみ）」を含むこと。 

一、提出様式 

①論文データの入ったWordファイルを、電子メールに添付し、求真会事務局宛

に送ること。その他の方法での提出が必要な場合は、事務局に相談すること。 

②論文データ内に、所属・職業等を明記すること。  

一、応募締切は当年度の 12 月 15 日とする。 

 

編集委員 

伊東貴之 王嘉新 太田裕信 小田切建太郎 佐藤麻貴 竹花洋佑 張政遠 森

里武 楊小剛 廖欽彬 

 

〒153-8902 日本・東京都目黒区駒場 3-8-1 東京大学大学院総合文化研究科地域文

化研究専攻張政遠研究室内 

〒510275  中国・広州市海珠区新港西路135号中山大学東南区269号錫昌堂（哲

学系）廖欽彬研究室内 

［メール］kyushinkai001@yahoo.co.jp ［HP］https://kyushinkai.jimdofree.com/ 

 

 

『求真』第 26 号 2021 年 7 月 31 日発行(Kyushin, No.26, July 31st, 2021) 

［編集・発行者］求真会 © 2021 Kyushinkai 

［ISSN(print)］1883-7123 ［ISSN(online)］2436-5823 


