『和辻哲郎全集第９巻』の解説の内、「人間の学としての倫理学」に関するもの
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この巻に収めた三篇について、外面的なことをいうと、次のごとくである。
一、『人間の学としての倫理学』は、昭和九年三月に岩波全書 19 として公刊せられ、版
を重ねて今日に及んでいる(三十六年三十四刷)ものであるが、しかし昭和六年に岩波講座
『哲学』のうちに収められた『倫理学』の改作である.
二、『カント実践理性批判』は、昭和十年十月に岩波書店の大思想文庫 18 として公刊せ
られたものである。
三、
『人格と人類性』は、昭和十三年十一月に岩波書店から公刊せられた論文集であるが、
個々の論文についていうと、左のごとくである。
第一論文のうち、一と二とは、昭和六年四月に京都哲学会の機関雑誌『哲学研究』に、
五までは七年一月に同じ雑誌に発表せられたものであり(この雑誌のばあい、題は「カント
における『人格』と、『人間性』」である)、そうして九までは論文集刊行の年に書き加えら
れたものである。なお一から五までに見出しのつけられたのは、この加筆のときのことで
ある。
第二論文は、昭和十年二月に雑誌『思想』に発表せられたものである。
第三論文は、昭和八年八月に、岩波講座『教育科学』の第二十冊に「現象学派の倫理学」
と題して発表せられたものであるが、題は論文集に収録されるにあたり、
「実質的価値倫理
学の構想」と改められた。
第四論文は、昭和九年十月に、雑誌『思想』に発表せられたものである。
第五論文は、昭和六年四月に、朝永博士還暦記念論文集に寄稿せられたものである.
先生の体系が成立を見たのは、『倫理学 上巻』の公刊せられた昭和十二年である。それ
でこの巻に収めた三篇は、ごく一部を――第二篇第一論文の六から九までを――除けば、
体系形成時代の産物であることになる。
先生は最初実存哲学の研究によって学界にディビュされたが、大正五年の頃からはそれ
に日本文化の研究が加わり、十年の頃からはさらにその上に原始的なるものの探究が加わ
って、すでに大正の末には思想の体系化が醸成せられる気運ができていたが、このさい、
醗酵素となったものは、昭和二年二月から三年七月までの外遊であった。外遊は先生に数々
のものを与えたが、なかんずく特筆すべきは、風土論の構想である。ところで風土論はの
ちに人間存在の歴史的風土的構造として倫理学体系のうちに摂取せられるものであり、ま
たその構想の成立には、外遊にさいしての観察とならんで、昭和二年の初夏、ベルリンで
ひもといたハイデガーの『存在と時間』の感化が重大なファクターをなし、そうしてこの
ハイデガーは人間の学としての倫理学にも同様の影響を及ぼしているから、風土論の構想
と人間の学としての倫理学のそれとはほぼ成立の時を同じうすると見て大過ないであろう。
それで帰朝後の努力は、一方では風土論の形成に、他方では倫理学の形成に向かうことに
なる。前者に関する努力は、数々の部分的発表を介して、十年の『風土』となって結実す
るが、後者においてこれに応ずるものが九年三月の『人間の学としての倫理学』である。
そうしてさらに想をねり深め広げることによって、十二年には、体系の基礎が確立するこ
ととなるのである。
この間において、先生の履歴にも記念すべき変化があった。六年にはたまたま藤井教授
の逝去があって、三月三十一日附をもって、先生は倫理学の主任教授に昇進したが、第二
篇の第一論文の一と二とは、『哲学研究』の四月号に発表せられたものとして、教授として
の門出を祝うものとなり、またそれにふさわしいものであった。そうして九年七月二十五
日付をもって東大教授に転任を命ぜられたため三月の『人間の学としての倫理学』は、こ
の新なるディビュを華やかに飾るものとなったのである。

一、「人間の学としての倫理学」
序によれば、これは、もと昭和六年に岩波講座『哲学』のうちに収められていた「倫理
学」を「全体にわたって新しく考えなおし、また新しい組み立てによって叙述したもので
ある。
」これはおよそいかなることを意味しているであろうか、もし六年のものを旧篇、九
年のものを新稿と呼ぶことが許されるとすれば、両者の関係はおよそいかなるものであろ
うか。が、新稿の目次を、左のごとき旧稿の目次と比較して見ると、およそのことは推察
せられうる。
目
次
第一章 人間の学としての倫理学
一 倫理学は自然の学ではなくして人間の学である
二 唯物史観に於ける人間観もこの人間と自然との区別を抹殺することは出来ぬ
三 人間の存在と自然の存在
四 観念論の立場に於ても倫理学は人間の学である
五 人間の概念の学
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一一「人間の存在」の意義
一二「人間の学」の意義――(一)人間の問
一三「人間の学」の意義――(二)人間の学に於て問うものと問われるものとは一である
一四「人間の学」の意義――(三)人間の学に於て「問われていること」は人間が何かで
あることである
第三章 人間の学としての倫理学の方法
一五 人間の存在への通路
一六 人間の存在はアプリオリである
一七 解釈学的方法
附 註
いったい、先生の作はすべて,大学教育程度の素養をもっているものが丹念に読めばおの
ずと理解せられるほど、明快なものであって、しいて解説を必要とはしないのであるが、
旧稿と新稿とを比較することによって、次の諸点に注意をうながすことは、理解の一助と
もなりうるであろう。
第一は、唯物論と観念論との対立について態度を決定することがひとつの重要なモティ
ーフであったということである。新稿の第一章では、倫理、人間、世間、存在という表現
の意義が探究せられることにより、倫理学は人間の学として規定せられる。そこでヨーロ
ッパにおけるその伝統の根源をさぐり、これをアリストテレスにおける「人間的なるもの
についての哲学」が所謂エティカとポリティカとを含むものであることに見出し、またこ
の伝統がカントにおける道徳の形而上学が徳論と法論、即ちエティカとポリティカとを包
括するものであることにおいても生きつづけていることが強調せられる。ところでカント
における人間の学としての倫理学を発展させたものとして、コーへンにおける人間の概念
の学とヘーゲルにおける人倫の学とが展開せられるが、これらがいずれも観念論であるこ
と(六〇ページ、六二ページ,七二ページ、七三ページ,一〇九ページ)をまぬがれえないこと
を理由にして、フォイエルバハの人間学とマルクスの人間存在とに積極的意義が見いださ
れようとしている。

だからカント以後の伝統を展開するにあたり、観念論と唯物論との対立がこの展開を導
くモティーフであるにも拘らず、新稿では、それは必ずしも顕著ではない。しかるに旧稿
は、この対立についての態度をきめることから出発している。即ち第一章の一において、
倫理学は自然の学ではなくして人間の学であること、人間はむろん自然を離れてはありえ
ないが、しかし自然が身体を介してそこから抽出せられうるような、また自然が自然とし
て対象化せられうるような地盤であり、かかる意味における人間が倫理学の問題であるこ
とが提唱せられる。そこでかかる意味における人間が唯物史観における人間観によっても
じっさい上は承認せられていることが強調せられる。すなわち意識が存在を規定するので
はなく、存在が意識を決定するといわれるときの存在とは決して単なる自然としての存在
ではなして、生産力と生産関係とからなる人間の社会的な存在だというのである。この存
在がただに経済面に即してではなく、全面的に展開せられるならば唯物史観も人間の学と
しての倫理学たらざるをえないが、むろんそれはいわゆる唯物論としての欠陥をまぬがれ
ていないという理由で四において観念論に移り、その代表者としてコーへンが取り上げら
れる。彼の倫理学によって個別性・数多性・総体性という人間の構造がはなはだ明確に展
開せられた。ここにその功績がある。しかしこの倫理学は端的に人間の学ではなくして、
人間の概念の学であるにすぎない。そこに観念論としての欠陥をまぬがれず、理論に偏し
実践に徹しないうらみがあるというのである。
以上によって唯物論と観念論との対立について態度をきめることが出発点をなしている
のは明らかである。唯物論か観念論かということは昭和初頭の哲学ジャーナリズムをにぎ
わしたテーマであり、また『面とペルソナ』所収の「学生検挙事件所感」(大正十五年十月)
と「河上博士に答う」(十二月)との示すごとく、著者も身をもってこの問題に介入せざるを
えなかったが、そのような状況の影響があったと見らるべきであろう。
唯物論と観念論との対立に関して態度をとるにあたり、著者は唯物論にも積極的意義を
見出しているが、それは思惟に対する存在の優先によることであった。倫理学は人間の学
たるにとどまらず、人間存在の学なのである。この「思惟に対する存在の優先」というこ
とは、著者が実存哲学と無縁ではないことを示しているが、これが注意をうながしたい第
二の点である。
さてヘーゲルに反抗した諸哲学者のうち、存在の思惟に対する優先を主張したのは、フ
ォイエルバハ―マルクスのみにはかぎらない。キェルケゴールもまた同様である。最初ニ
イチェ―キェルケゴールのいわゆる実存哲学の研究に出発し、しかもコンスィステンスィ
ーを持することにおいて誠実であった著者が人間の学としての倫理学に至って彼らから離
れたのは、たしかに奇異な感を与える。著者のとるに至った一種の共同主義が彼らの個人
主義と到底両立しえないものになったことは事実であるが、しかし思惟に対する存在の優
先という実存哲学の基本的テーゼは、著者においてもいぜんとして維持せられているので
ある。しかもキェルケゴールが思惟に優先させた存在はザインではなくして、エキジステ
ンツであり、ダーザインである。ザインならば、当然思惟の優先を認めざるをえぬことに
なるが、思惟をもって割りきることのできぬ人間のエキジステンツであり、ダーザインで
あるからこそ、存在の優先が主張せられるのである。このように存在を人間のエキジステ
ンツ或はダーザインにかぎり、ただ人間をもって世界ないし状況と不離なるものとするこ
とによって、かかる存在をあらゆる問題の地盤とすることは今日の実存哲学にひきつがれ
ている。著者おいて、人間とは存在であり、存在とは人間であり、人間とは人間存在であ
るが、このさいの存在にあたるものはザインではなくして、エキジステンツであり、ザイ
ンにあたるものは有であって存在ではないということが独自の語原学によって主張せられ
るのも、実存哲学的立場のとられていることを物語っている。
著者にとっては、要するにエティカとポリティカとを包括するアリストテレスにおける
人間的なるものについての哲学、カントにおける徳論と法論とを包括する道徳の形而上学
が倫理学である。だから倫理学はエスィックス、即ち個人の性格(エートス)や性状や心情や
判断(道徳的)や行為を問題にするものではない。しかるに明治中期にエスィックスに訳語と

して倫理学という表現があてられ、これが今日では一般に認められるに至っているが、こ
れは次のことを意味している。即ち一方では、倫理学はたしかにエスィックスと考えられ
ているのであるが、それを性格学などとは訳さず、しいて倫理学と訳したというのは、漠
然とではあるにしても、それが道義の学とか人倫の道の学とかでなくてはならないことを
暗に志向していたのである。ここに知らず知らずのうちに東洋の伝統が働いているのであ
る。倫はナカマ、理はスジミチであるから、この伝統からすれば、倫理学は当然間柄的構
造をもつ人間をしてまさに人間として存在することをえしめる理法の学たるべきである。
だから倫理学をもって人間の学、人間存在の学とすることは、ヨーロッパにおけるアリス
トテレス―カントの伝統にも、東洋の伝統にもかなうことである。およそ以上のように考
えて旧稿は、その第二章に移り、人間、世間、世の中、存在＊などの語義を解明しているが、
これは新稿第一章の二、三、四とほぼ同じである。そこで倫理学の方法の特徴を規定する
ことに移り、倫理学において問われているものは人間であり人間存在であるが、問うとい
うことそれ自身が間柄においてのみ成立しうることであり、人間の存在のしかたのひとつ
であるから、倫理学においては問うものと問われるものは一であり、ただ問うという存在
のしかたの特殊性にしたがって、倫理学においては、すでに実践的には「がある」という
形式において存在し、またおのれを了解している人間が何かであることとして限定せられ
るべきことを論じている。これは新稿第二章の一二、一三、一四にあたるが、方法の特徴
としてあげられる三項目は,旧稿の方が一層鮮明に示している(ただ三つの特徴は、方法論に
関するのであるから、新稿がそれらを第二章の方法論に移したのは妥当である)。これが旧
稿との此較によって注目をうながしたいと思う第三の点である。
*

これらについての論は、すでに昭和四年に『哲学研究』の二月号と四月号とに掲載された「日本語
における存在の理解」という論文によって用意されていたことである。

第三章では、倫理学が人間の学であるところからしては、間柄については,統一―分離―
結合というスジミチに即してすでに実践的な理解が成り立っているが、しかし人間の学で
あるところからしては、かかる理解にとどまらず、それに客体性を取得させることが要求
せられるという理由で、媒介が表現に求められることになる。ここで著者はディルタイの
解釈学的方法に接近することになるが、ただ表現―体験―了解の体験は、ディルタイにお
けるごとく、個人的主観的なるものではなくして歴史的社会的生活であり人間存在である
ことが論ぜられ、そうしてさらに表現がフッセルに始まる現象学の現象、
「事そのものへ」
Zur Sache selbst というモットーにおける事そのものにほかならぬという観点から独自の
転釈によって現象学、とくにハイデガーのそれに結びつきへ倫理学の方法は解釈学的現象
の立場をとるべきことが論ぜられる。この部分は新稿の第二章の一五、一六とほぼ同じで
ある。ただ旧稿ではその一六において、
「人間の存在はアプリオリである」というテーゼが
提出せられているが、これはすでにいったような思惟に対する存在―ただし社会的間柄的
存在―の優先の立場を表明したものであり、解釈学的方法が還元をファクターとして含ま
ざるをえぬゆえんを一層よく示している。
最後に先駆者との関係において著者の立場についてのべておきたく思う。さてカントは、
命法を仮言的と定言的とに分ち、仮言命法は技能の命法であるにすぎず、定言命法こそ倫
理的なるものを成立させるのであるとし、そうして実践理性の立場から自由、不死、神の
存在という形而上学的問題の解明を行ないはしても、彼はあくまでも人間の立場を守り、
宗教の問題に介入することをさけた。そこでカントでは倫理的なるものは、一方では技術
的なるものから区別せられると同時に、他方では宗教的なるものから区別せられるところ
の中間地帯において成立することになるが、このさい、定言命法をもって、個人としての
みは存在しえず、ただ間柄においてのみ存在しうるところの人間をして、(p.490)まさにこ
の存在を取得させるゆえんのものと解すれば、著者の立場はカント倫理学のものとほぼ同
じである。しかし倫理学には、一方では技術的なるものに近づかんとするもの―現代では
例えばデューイ―があると同時に、他方では宗教的なるものに近づかんとするもの―現代

では例えば実存倫理学―もある。しかし著者は宗教的なるものに対しては、カント的に人
間の立場を守らんとするのである。ヨーロッパの伝統を語るにあたり、中世を素通りする
のは、これがためである。
著者の立場は近代的である。それで強く反撥しているにも拘らず、あるいはそれ故にこ
そ、深い関係をもっているものとして最初にあげらるべきはデカルトであろう。彼は周知
のごとく、「我れ考う、故に我れあり」といって、疑うこと、判断すること、欲すること、
想像することなどをも含めた広い意味における考えること、即ちコギトーそのものは絶対
に確実であって、たとい疑うとしても疑わしく思うそのことはこれを疑いえないという理
由によって、考えるものとしての自我は疑わんとして疑いえざるものとして存在するとし、
ここにあらゆる問題を解決すべき地盤を求める。ところで著者はもとより間柄の立場から
孤我の存在を拒否する。デカルトのように絶対確実なる真理の規準を求めることそれ自体
が他人からも承認せられうる真理に到達せんとする意図から生ずるのであるから、自他関
係を、共同態を前提するものであるという理由によってである。だから我れがあるのでは
なく、我々があるのであり、そうしてあるのは、考えるからではなく、考えることをも含
めた実践することがいつも間柄においてしか成立しえないからである。この点では著者は
デカルトに強く反撥する。しかし間柄として成立しているところの存在が疑わんとして疑
いえざる絶対に確実なものであり、いな疑うことも考えることも思索することも、そこか
らして、ないしそれとして行なわれるところの根源であり、根源的なる主体――間主体性
Inter-Subjektivitat としての超越論的主体――であり、思索はつねにこの根源に還帰して行
かなくてはならないとする点においてデカルトと同じである。
著者は、かかる共同存在がカントにおける人倫の形而上学にとっても、アリストテレス
における人間的なるものについての哲学にとっても地盤をなし、ないしなすべきものであ
ったと解し、そうしてそれ自体としては存在に対し思惟を優先させるという誤謬をおかし
ているにしても、ヘーゲルの人倫の学のばあいも、コーヘンの人間学のばあいもまた同様
であり、そうしてフォイエルバハの哲学及びマルクスの哲学も、もし前者のごとく家族と
いう、後者におけるごとく経済社会という特殊の限られた共同態に限局せられることがな
ければ、人間の学としての倫理学となるべきものであるとするのである。しかし右にいっ
たごとくデカルトへの接近が顕著であるが故に、著者が方法論上対決しようとしたものは、
すべてデカルト的伝統に立つものである.
デカルトにおいては考え思うことすなわちコギトーと、考えられ思われるものすなわち
コギタトゥムとの関係が明らかでなかったために、コギトーの原理がそれ自体として展開
せられる上において困難のあることをまぬがれなかったが、コギトーとコギタトゥムとの
不離であることを明らかにしたのは、ブレンダーノによって提唱せられた志向性
Intentionalität の原理である。この原理を継承して、コギトーをノエシス、コギタトゥム
をノエマと呼び、コギトーの明記性はコギターゥムにも及び、そこに疑わんとして疑いえ
ざる現象が成立するとし、この現象をノエシスとノエマとの相関関係とし、その様態を分
析する「純粋現象学」を提唱したのがフッセルである。著者はこの現象学に近づく。しか
し志向が人にではなく物に向かうものである点では、著者は現象学には同ぜず、志向も本
来的には共同志向たるべきことを強く主張する。これがために、フッセルが自然的立場か
ら純粋現象学への移行において不可欠とした現象学的還元 phänomenologische Reduktion
をも拒否する。現象学的還元は、形相的還元 eidetische Reduktion(p492)と自我論的還元
egologische Reduktion とからなるが、とくに後者には強く反撥するのである(ただしフッセ
ル晩年の間主体的還元 intersubjektive Reduktion に近いことはもちろんである)。しかし、
これがために、フッセルの立場から見れば、著者の立場がむしろ自然的立場に近いものに
なるのも否定できないことである。
しかるにハイデガーは、ノエシスを現存在にまで、ノエマを世界にまで現実化し、世界
内存在としての現存在(人間)をもって疑わんとして、疑いえざる絶対確実のものであり、哲
学のあらゆる問題がそこから考えられるべき地盤であるとした。このようなハイデガーが

著者に強くアピールしたのは当然である。ただ彼においては現存在の交渉するものは人で
あるよりもむしろ物であり、またそれは本来的な姿においては個的自己であるが、この点
で著者は強く反撥するのである。
そうして共同存在としての人間存在の把握をして客体性を取得させるために表現を媒介
とし、その解釈を必要とするところから、ディルタイの解釈学に結びつくのであるが、こ
のディルタイもまたデカルトのコギトーを生にまで具体化させ、ここに疑わんとして疑い
えざる確実なる地盤があるとするものである。しかしディルタイの生が表現―体験―了解
という構造をもつものであることの示すごとく、いずれかといえば個人的内面的なもので
あるのに対して、著者は「生」の共同生活にほかならぬことを強調して、自己の立場を守
らんとするのである。
著者にとっては行なうことも、奉仕することも、反抗することも、思い考え疑うことも、
愛することも憎むことも、すべて共同存在を地盤とし、根源としてなされているのである。
哲学はこの地盤に帰趨し、この根源を解明すべきものとして根本的には倫理学である。か
かる著者の立場は、フッセルなどに評せさせるならば、自然的態度をまぬがれえないもの
ともいえるであろうが、同時に日本古来の人倫の立場を代表するものでもある。
右にデカルト以後、圏点を附した人名は、この篇をものするにあたっての著者の先駆者
である。しかし彼らの著作も、彼らをめぐる文献も必ずしも正確にしるされているわけで
はない。しかるに旧稿の附註には比較的くわしく示されている。そこでこの附註を参考に
して、著者にとっての先駆者の作とこれに関連した文献とを年代順にあげると、次のごと
くである。
【著者にとっての先駆者の作とこれに関連した文献とを年代順にあげると、次のごとくで
ある。
】に対応し、列挙された文献は省略。Pdf.で確認のこと。

