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〈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
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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
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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
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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
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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
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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。 



36 〈京都学派〉でのシェーラー哲学（倫理学）の受容をめぐって 

 

 

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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