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 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
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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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