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はじめに

　1928年６月に上梓された『社會科學叢書 第二編 社會哲學』（日本評論社）において、土田

杏村は、次のように述べている。

　　方法的である哲学の考察は、いつでも二つの途を進んで居る。第一の方法は、其の認識の

基礎を求めて居るし、第二の方法は其れの最終意義又は目的を求めて居るのである。(1)

　この言明中にあることは、かねてから頻繁に問い直されている思想史研究にとっても、切実

に求められていることである。思想史研究における「認識の基礎」とは何であるか。思想史研

究における「最終意義又は目的」とは何であるか。

　「認識の基礎」に関しては、『社会思想史研究』No. 37（藤原書店、2013年９月）誌上で組ま

れた「〈特集〉思想史研究を問いなおす」に寄せられた田中秀夫氏「英語圏啓蒙思想について

の研究」において、「そもそも思想史研究は非歴史的な、抽象的概念史でない限り、多かれ少

なかれ具体的な文脈主義的分析なのである」と述べられているように(2)、広義における「文脈

主義的分析」ととらえることによって、さしあたり落ち着くところとなっている。これは本

来、方法論的前提に属することのように思われるけれども、ともかくそのような共通認識と

なっている。

　一方、「最終意義又は目的」に関しては、少なくとも現在の学術状況においては、いまひと

つ判然としていない。このことは、思想史研究の内の日本思想史研究に限定しても、さらにそ

の内の近現代における範囲に絞り込んでも、同じことである。以上をまとめると、現在におけ

る近現代日本思想史研究は、その「最終意義又は目的」はよく分からないけれども、ともかく

広義における「文脈主義的分析」を「認識の基礎」として、学究に励んでいる状況となってい

る。

　ところで、近現代日本思想史研究は、基本的には、日本における知識人の思想の歩みを研究

対象としている。とくに、いわゆる科学史研究とは異なって、現在において称される人文・社

会科学領域に属する知識人の思想を研究対象としている。このことは、近現代における日本思
0 0 0

想史
0 0

──その全体
0 0 0 0

──を研究するということよりも、はなはだ具体的な特徴である。
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　この具体的な特徴に気がつけば、近現代日本思想史研究において「認識の基礎」としている

のは、広義における「文脈主義的分析」をとおして、人文・社会科学領域に属する知識人の思

想を考察することであると判明する。そしてこの立脚地から思想史の場へ、近現代日本思想史

研究者の問題意識が向けられていることも分かる。

　それならば、近現代日本思想史研究における「認識の基礎」の要点であると共に、「文脈主

義的分析」の対象となっている知識人が依拠した人文・社会科学を、かつて知識人はどのよう

にみていたのであるか。このことを考えることは、いまひとつ判然としていない近現代日本思

想史研究の「最終意義又は目的」の輪郭を示すことになると共に、「最終意義又は目的」と

「認識の基礎」とを連結させることにつながるはずである。

　というのも、仮に人文・社会科学領域の存在が失われるとすれば、既述のことから、現在の

近現代日本思想史研究における「認識の基礎」も失われる。それほど後者は、前者に依存して

いる。ところで、現在の日本において、とくに人文科学が不遇の状態となっているのは、誰の

目にも明らかである。それゆえ、現在において称される人文・社会科学を、かつて知識人はど

のようにみていたのであるかと考えることは、近現代日本思想史研究の「認識の基礎」を反省

すると共に、現状を打開して人文・社会科学領域の思想を充実させていく「最終意義又は目

的」を得られる。このようにして、近現代日本思想史研究における「最終意義又は目的」と

「認識の基礎」とを連結することができるのである。

　この意向に貢献するために、本稿では、先に記した土田杏村の1910年代後半における思想

を再考する。杏村は、戦間期以降、文化主義を標榜して、本格的に文明批評を行っていく。と

ころで杏村は、著作・論説の中で、しばしば、「私自身は元来自然科学の教育の中に育つて来

た身です」とか(3)、「私は本来自然科学者である。顕微鏡下の対象を取扱ふ生活は、此の四五

年間断絶して居るが、其の過去十年間を経過して居る」などと述べていて(4)、自然科学領域に

おける専門教育を受けた後に、文化を尊重する立場へと移ったことを表明している。併せて、

自然科学領域の学徒であったときの杏村は、きわめて優秀な成績をとっていた(5)。このことか

ら杏村は、現在において称される人文・社会科学領域を尊重する立場への転向を余儀なくされ

たわけではなくて、みずからその立場を選んでいった人物といえる。

　それゆえ、先行研究は寥々たるもので一般に興味を示されていないとはいえ(6)、文化主義者

として立つ一歩手前であると共に、「自然科学の教育」を受けることから離れた後の1910年代

後半における杏村の思想を再考することは、上記の意向にそったものとなるはずである。な

お、社会科学という言葉・概念は、まだ人口に膾炙したものではなく、ごく一部の知識人が使

用していただけの状態なので、ここでは、自然科学領域以外の学術領域である人文科学

（Kulturwissenschaft）と自然科学とを杏村がどのようにみていたのかに注目しながら、その

思想をおっていく。
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第１章　人間の存在形態をめぐって

第１章第１節　「人間的といふことは、矛盾的といふことである」──必然と自由──
　杏村は、1916年７月１日、『第三帝國』第70号誌上に掲載された「轉囘せる余が思想と生

活 並に加藤朝鳥氏に與へて概念の意義を論ず」において、「私の今進んで居る道は私の近著

『文壇への公開状』とは或る部分は全然反対な又其の他の諸点は一層深い根本的な方向に進ん

で居る」と述べている(7)。言明中にある「近著『文壇への公開状』」とは、杏村の第二論集で、

1915年12月に岡村書店から出版されたものである。その後杏村は、「轉囘」というにはいささ

か大袈裟ではあるものの、それまでの思想をいっそう洗練させるために、学究に励むことにな

る。その一つの到達点は、清水真木氏『忘れられた哲学者 土田杏村と文化への問い』（中央公

論新社、2013年６月）において、「『象徴の哲学』こそ、土田の思想全体の枠組を辿る作業の

端緒とすべき著作である」と述べられているように(8)、『文化學的研究 第一巻 象徴の哲学』

（佐藤出版部、1919年10月）の内容にみることができる。

　1910年代後半以降における杏村の思想の中核にあるのは、価値と存在（ないし実在）につ

いての精察である。それが拠点となって、文学・芸術一般・教育・政治・経済・法律・宗教な

どに関する文明批評が展開されている。杏村は、次のように述べている。

　　人間は本来価値と実在、当
ゾルレン

為と、不
ミユツセン

可不の二元矛盾の反省によつて意識せられて居る。人

間は価値と実在との十字街である人間的といふことは、矛盾的といふことである。(9)

　このように杏村は、もともと人間とは、当為（Sollen）と不可不（Müssen）との狭間で揺

れ動く矛盾的な存在であるととらえていた。仮に、人間と称されている存在が、後者の不可不

もしくはこの場合実在のみで済むものならば、そのすべてが自然必然性として把握できるはず

なので、たとえば不当な社会的差別を是とすることも非とすることもない。地球が自転・公転

をせざるを得ないと考えるように、社会的差別もそのようにならざるを得ないと考えるより他

はない。それはなるほど、「反省によつて意識せられて居る」ものの見方、あるいは理屈に相

違ないけれども、一般に承認せざるを得ない「不可不」（「実在」）として、何ら問題視される

ことがないはずなのである。ところが不思議なことに、多くの人間は、程度の差こそあれ、社

会的差別に批評を下そうとする。少なくとも、社会的差別に関する社会現象を、地球が運行す

る自然現象や、喉が渇いたから水分を補給し、それが過ぎれば尿として排出されるといった生

理現象などと同一視しない。それはなぜなのか。

　ひとまず考えられるのは、人間には、自然現象や生理現象などに関する〈事実〉と、社会的

差別などの人生に関する問題との差異を判別する形式的な標準が宿っているということであ

る。そして、この形式的な標準が、あらゆる現象の上へ是非の審判を下しているわけである。
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杏村が「価値」と称しているものがそれである。価値は、五感を働かせて把握できるような実

在ではないから、自然必然性（不可不）、あるいは因果法則の連鎖によってはとらえられない。

その見方から独立しつつその見方を批判するものである。この価値と称されるものが、諸現象

ないし〈事実〉をそのように見せる理屈を点検し、自然現象や生理現象などと同一視していて

は、社会的差別などの人生に関する問題は解決できないと呼びかけるのである。人間と称され

る存在は、他の多くの存在のように、そのようにならざるを得ない〈事実〉のみで満足するこ

とができない。〈事実〉について喜怒哀楽などの感情をはっきりと示すのだから、「当為」、す

なわち当
まさ

に為すべき・あるべきといった理想ないし目的がある。この理想（目的）が、社会的

差別について何らかの批評を下そうとするのである。そしてこのような、いかなるときも呼び

かける形式を備えるものが価値なのである。

　もし人間が、「不可不」（「実在」）の観点のみで満足する存在ならば、その存在は機械的で不

自由である。そもそも、一般にいうところの〈私〉なるものが存在するかどうかも定かでな

い。けれども、生老病死に代表される人生の行路について、何らの苦悩もないはずである。な

ぜなら、すべてが必然の中にあるからである。ところが、「価値」の観点が、これを許さない。

価値は、当
まさ

に為すべき・あるべき理想（目的）をもって、その形式的な標準より照らし合わ

せ、人生の諸内容を判断しようとする。多くの場合、そこに何らかの苦悩は避けられない。け

れども、まさにそれゆえにこそ、人間には自由が与えられているといえる。以上のことについ

て杏村は、「人間的といふことは、矛盾的といふことである」と述べているわけである。

第１章第２節　自然科学的見方と〈人文科学〉的見方──永続性と一回性──
　本来であれば、人間が矛盾的であることについて、思い悩むことはあっても、安心すること

はできないはずである。ところが、割合に人間は、少なくとも日本人は、現代に向かうにつれ

て、その存在のあり方に思い悩むことは多くても、存在があることそのものについては、ひと

まず安心をしている。見方を変えれば、存在があることに安心しているからこそ、もっぱら存

在のあり方に思い悩めるわけである。

　杏村は、新カント学派の H. リッケルトや H. コーエンの哲学をふまえ、認識について、次の

ように述べている。

　　我々には二種の認識があつて其の一は範疇的認識ともいふべきもの、其の二は方法的認識

ともいふべきものである。前者は無意識であり、後者は意識的である。前者は客観的現実

をつくり、後者は常識と科学とをつくる。もつと分りやすく言へば、（中略）我々は（中

略）論理的発展を以て無意識的に客観的現実をつくり、我は再び其の客観的現実を認識の

対象として意識的に常識と科学をつくるのである。(10)
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　この言葉について、後年の杏村は、より平易に、次のように図示している。

 　　　　　　　　　　　 （構成的範疇）

　　純粋経験（或は「概念以前」少しも知識の取扱の加はらぬもの。）─────客観的現実

 （方法論的形式）

　　（客観的に事実として存在する世界）────────自然

 ───────歴史

 （方法論的形式）(11)

　「純粋経験」についてはここではおくとして、図中にある「構成的範疇」と称されるものは、

時間・空間・因果など、形式ないし型のことである。これらの型をふまえて、「客観的現実」

（「客観的に事実として存在する世界」）はできている。ところで、知的営為、とりわけ学問は、

その「客観的現実」へ向かって、論理の判断をくだす。それゆえここにおいて、「客観的現実」

はそのまま「客観的現実」なのではなく、概念的世界となる。さらに、このいわば味付けされ

た先「客観的現実」をもとにして、知的営為は、再び論理の判断をくだすことになる。上記の

引用文において、杏村が、「我々は（中略）論理的発展を以て無意識的に客観的現実をつくり、

我は再び其の客観的現実を認識の対象として意識的に常識と科学をつくるのである」と述べて

いるのは、おおむねこのようなことである。

　ところで、図中にある「自然」は、代表的には、自然科学の「方法論的形式」によるもので

あり、「歴史」は、代表的には、現在において人文科学と称される学術領域の「方法論的形式」

によっている。前者は、その見方によって、基本的に「不可不」（自然必然性）をとらえるも

のである。それのみで人間を満足させることができないのは、前節で論じたとおりである。そ

の理由は要するに、人間は形式的な標準として、価値を備えているからであった。この価値に

基づきながら、価値を「客観的現実」へ実現させようとする営為が、後者の「歴史」である。

「客観的現実」、もしくは〈事実〉が移り変わっていくのは、この「歴史」によっているからで

ある。換言すれば、〈人文科学〉的見方が働いているからである。このようなわけで、「自然」

の見方によれば、「客観的現実」に普遍的なものが見出され、「歴史」の見方によれば、「客観

的現実」に個性的・個別的なものが見出されることになる。杏村は、後者の「歴史」に関し

て、次のように述べている。

　　機械的法則、或ひは自然科学的法則のみの支配する世界は果して歴史の世界であらうか。

万有引力の法則は如何なる時代にも万有引力の法則である。此の物理的世界に歴史はある

か。僕は思ふ。歴史には何等か自然科学的法則以上のものが無ければならない。人間は祖

先や環境から制御せられるが又其の他に何程か人間の各自は新を創造する。各人が其の伝
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統に背いて新らしいものを創造するところに歴史の意味がある。歴史の事実は一
アインマアリヒ

回的であ

る繰り返すものは歴史でなくて社会学の法則である。繰り返さないところに歴史の本領が

ある。(12)

　存在は、そのままに存在であるはずはなく、少なくともそのように考えられるはずはなく、

どれだけかの程度において、概念的構成が加わっている。けれども、このことに頓着すること

はなく、存在があることそのものはひとまず不問とし、もっぱら存在のあり方の側に執着でき

るのは、普遍性（「法則」）という強固な土台を見出すことを本務としてきた自然科学領域にお

ける知的営みの恩恵であるといえる。ところで、その恩恵に浴し、ひたすら存在のあり方の側

に執着する指向を、そのまま打ち捨てておけるだろうか。

　それというのもたとえば、存在のあり方は、基本的に相対的なので、何らかの衝突が避けら

れなくなるはずであるし、何より〈存在〉同士の「一回的」なふれあいに重みを感じられなく

なる。なぜなら、物事の永続性（「繰り返すもの」）を信頼しすぎる思考が、「繰り返さない」

からこそすでにここに永遠があることを忘れさせてしまうからである。それと共に、「創造」

の余地が、このとき・この場にあることを看過させる要因ともなってしまう。このことは、ご

く個人的なふれあいから、より広く「各人が其の伝統に背いて新らしいものを創造する」と

いったことまで関わってくる。そこで、「歴史」的見方、すなわち〈人文科学〉的見方をかえ

りみる必要が起きてくるわけである。

第２章　認識論の前景化

　必然と自由、永続性と一回性。両者はそれぞれ、自然科学と〈人文科学〉の「方法論的形

式」によった見方である。どちらか一方のみを承認し、もう一方を拒否するわけにはいかな

い。以上のことを、前章において確認した。

　ところで、思想史上においては、どちらか一方の側に偏する思想が、交互に盛衰している。

このことについて杏村は、1917年10月、『第三帝國』第89号誌上に掲載された「新自然主義、

新印象主義──深秘的象徴主義の歴史的地位（觀夢幻庵室記第八）」において、以下のように

説明している。

　　自然科学の勃興ほど近世の思想と芸術と生活とに大なる革命を与へたものは、少くも文芸

復興以来の歴史に於ては見出すことが出来なかつた。物質科学の進歩は、殆ど際限も無く

我々に享楽の手段を提供して居る様に見える。方法の精確はすべての学と芸術とに実験と

いふ新らしい洗礼を余儀なくせしめる。
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　この傾向は、「近代」に移ると、「ヘッケル、オストワルド」が唱えるような自然科学・物質

科学を重んじる「哲学」となったり、「ヴントの実験心理学」のような思想へと進んだ。併せ

て、「芸術上では所謂ゾラの実験小説の主張となり野蛮なる自然主義の声となつた」。しかしな

がら、ここで一つの疑問もまた生じてきたのである。それは、彼らの思想の根にあるいわゆる

「物質は我々の認識に対し、物質として現はれて居るものでないか」ということであった。そ

して、この疑問をふまえると、「我々は如何にしてもつくられたるものによつて、つくつたも

のを説明することは出来ない」ので、「其の物質」なるものを究極の前提として「許すことは

どうして出来るのであるか」と論駁されるのは、自然なことである。結果として、このように

いわれれば、彼らの思想は「全く其の立場を失ふことゝなる」。

　こうして自然科学的見方を基礎とする思想とは正反対の動きが起きた。この動きは、つまる

ところ、自然科学的見方が「我々の主観の要求を無視して居たといふ事」への抗議であった。

自然科学・物質科学を重んじる立場を「客観主義」と表現するならば、その形勢が入れ替わっ

て、「我々は客観主義を捨てゝ主観主義に向はざるを得ない」という思潮が盛んとなってきた

わけである。たとえば、「其れは哲学上に於てはプラグマチズムの声となつた」。プラグマティ

ズムは、次のように主張する。「真理は主観の要求である。我々の欲するものが真である。心

理的要求が変化するならば真理も変化する。真理は進化し、其の価値は相対的である」。この

ような主観主義の「立場を芸術の上に求めるに、其れは印象主義である。印象主義は主観の高

潮」である。

　しかしながら、ここでもまた疑問が生じる。主観主義は、「心理的要求が変化するならば真

理も変化する」と主張するのであった。仮にそうであるとして、「真理は変化するといへば、

少くも其の命題だけは不変でなければならぬではないか」。このように自己矛盾をつきつけら

れると、プラグマティズムや印象主義などは、あっけなく「破産する」。

　杏村は、以上のように思想史の趨勢を説明し、その結果として、日本思想界を含む近年の傾

向として、「新らしい主観主義としては先験的観念論が立ち、新らしい客観主義としては経験

的実在論が立つた」と述べている(13)。両者の内、前者が新カント学派の思想傾向を指してい

ることは、贅言を要しない。佐藤弘夫氏編集委員代表『概説 日本思想史』（ミネルヴァ書房、

2005年４月）にも記されているように、「20世紀初頭の世界的な新カント主義の流行が、日本

にも影響を及ぼした」ことは(14)、大正思想史を語る上での通説となっている。また、主観主

義という枠組みでいえば、いわゆる生の哲学・生命哲学の流行が併記されねばならないこと

も、周知のとおりである。これに比べて、後者の「新らしい客観主義」（「経験的実在論」）に

ついては、意外なほど先行研究において論じられていない。この客観主義とは、具体的には新

実在論（New Realism）のことである(15)。

　1913年２月、『丁酉倫理會倫理講演集』第126号誌上に掲載された「新實在論の人生觀」に

おいて、得能文は、新実在論について、次のように説明している。
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　　新実在論は重
マ マ

もに人間本位の思潮に反対して出て来たものでありまして、実在の根底も実

在の価値も、之を人間の側から見て行くといふ事に承知が出来ないといふ処からして、従

来の唯心論にも反対をし、又たプラグマテイズムや若くは人本主義といふやうなものにも

反対して居るのであります。（中略）自然界に在る理法などは決して人間の考へ出したも

のでも無く、人間の左右する処のものでも無い。斯う云ふ事を頻に主張して居るのであり

ます。此点に就きましては自然科学の影響が頗る大なるものであるやうに思はれるのであ

る(16)

　この新実在論を提唱している人物として、米国の R. P. ペリ・E. B. ホルト・W. P. モンタ

ギュ・W. T. マーヴィン・E. G. スポールディング・W. B. ピトキンが「六人組」(17) などと称さ

れて知られ、類似する思想傾向をもつ人物として、英国のラッセルとムーアが一般的に知られ

ていた(18)。すでに当時から、たとえば、桑木嚴翼『現代思潮十講』（弘道館、1913年６月）に

おいて、「新実在論は英米にて多少異なつている」と記されているように(19)、とりわけペリと

ラッセルの思想をとりあげて、その思想的差異を論じる論説も少なくはなかった。とはいえ、

俯瞰すれば、新実在論は、先の得能の説明にあったように、「人間本位の思潮に反対して出て

来たもの」であり「自然科学の影響が頗る大なるもの」ととらえられていた──なお、「人間

本位の思潮」に代えて、「独断的人体主義」（「人体論」）や「人間中心主義」（「人間中心論」）

という言葉もみられる(20) ──。あるいは、主観・客観という表現を用いれば、新実在論は、

「概して主観的態度を示して居る現代の思想に極力反対して、あくまで客観的の態度を固持し

て居る」（三島衛「新實在論」『六合雜誌』第33巻第６号、1913年６月）ととらえられていた

わけである(21)。

　以上のことから分かるように、独・仏を中心とした思想の傾向は、概して、自然科学を重ん

じる思想から「人間本位の思潮」へと推移していった。これとは対照的に、交差するように、

英・米を中心とした思想の傾向は、概して、「人間本位の思潮」から自然科学を重んじる思想

へと推移する。こうして1910年代の中頃において、上記で杏村が述べていた言葉を用いてい

えば、「新らしい主観主義としては先験的観念論が立ち、新らしい客観主義としては経験的実

在論が立つた」わけである。

　この動き、とりわけ新実在論が絡んだ動きが、近代日本思想史上において特筆すべき意義を

もったのは、森川智德「新實在論に就て」（『六條學報』第151号、前掲）が述べているように、

　　新実在論であるから、此思想運動に従事せる人々の取扱ふ可き（少くとも）当面の問題

が、純正哲学上の問題にあらずして、認識論上の問題なる可き事は、何人も容易に想見し

得る所であらう(22)
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　と近代日本知識人に認知されたことである(23)。杏村もまた、この動きについて、「現代の哲

学が形而上学を其の研究の対象から駆逐して、益々純学問的（rein wissenschaftlich）なる認

識論の成立に応用することとなつたのは当然のことと言はねばならない」と述べている(24)。

その上で、一方の「先験的観念論」、すなわち新カント学派の思想を、次のように示す。

　　現代の哲学がカントの所謂批判的たらんが為めに、形而上学に先立つて先づ認識論の問題

を取扱ふに至つたのは至当の事といはねばならない。（中略）カント哲学の正系の思想に

固執したのが所謂新カント学派、中にも西南独逸派の哲学者であつた。(25)

　また、他方の「経験的実在論」、すなわち新実在論については、新カント学派とほぼ同時期

およびそれ以降に勢力を伸ばした「ボルツァノ及びブレンタノ学派」との類縁を示しながら、

次のように論じている。

　　新実在論者の（中略）ペリイの説（中略）は内在説と不依存説の二に分けて考へられる。

（中略）内
インマネンス

在とは（中略）心の作用の様相から考察すれば内在だといふのである。不
インデペンデンス

依 存

とは（中略）心の内容の様相から考察すれば不依存だといふのである。茲に彼が心の作用

とか内容とか言つたのはボルツァノ及びブレンタノ学派の重要な概念であつて、現代哲学

の一大発見と言はれて居るところのものである。（中略）ペリイも亦米国の学界にあつて

此の語を使用して居るのである。(26)

　つまりこのとき杏村は、現在において一般的に、「認識の対象は認識作用から独立に存在す

るという実在論の主張を最初に述べたのは、オーストリアの F. ブレンターノ、マイノングら

であったが、実在論の展開は、主として英米に見られた」(27) ととらえられていることの繋ぎと

なる内容を、引用文のように説明しているわけである。

　このように、認識論に焦点が当てられる直中で、ひとまず、代表的な「西南独逸派の哲学

者」であるリッケルトの著作、たとえば、『認識の対象』（Heinrich, Rickert, Der Gegenstand 

der Erkenntnis: ein Beitrag der philosophischen Transcendenz, Freiburg: Mohr 1892）や『文

化科学と自然科学』（Heinrich, Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Freiburg: J. 

C. B. Mohr 1898）にあらわれている考え方が知識人の間で流布することは、自然の成り行き

であった(28)。これまでの叙述から明らかなように、杏村もまた、感化された一人であった(29)。

とくに「自然科学ノ方法ハ普遍化的方法デアル（中略）歴史ノ方法ハ之ニ対シテ個別化的方法

デアル」という主題は(30)、これまでに使用してきた言葉を用いていえば、自然科学と〈人文

科学〉の「方法論的形式」によった見方の差異とその意味を、近代日本知識人に注意深く考え

させることとなったのである。換言すれば、両者の内のどちらか一方の側に漠然と立てこもる
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思想から脱却する動きが、このとき前景化してきたわけである。

第３章　文明批評家の思想と〈人文科学〉領域の現状

　杏村は、次のように、みずからの立場を自認していた。

　　僕を其の研究の方面より名づけるならば、僕は芸術家、宗教家、哲学者、その他の名を以

て呼ばれるよりは、文明批評家といふ名によつて指ざされることを最も好んで居る。(31)

　このように述べていることと、前章において確認した事柄から、本来的に杏村は、移り行く

思潮をとらえる「文明批評家」として、自然科学と〈人文科学〉の「方法論的形式」によった

見方のどちらか一方の側に漠然と立てこもる考え方をすることができない。仮にそのような考

え方をするのであるならば、その場合は、しいて表現すれば、旧式の文明批評家ということに

なる。しかしそれは、文明批評家の語義と矛盾するので、何らか別の立場ということになるは

ずである。

　それゆえ、杏村は、第１章第１節でもふれたように、価値と存在（ないし実在）についての

精察を行うようになる。その上で、両者の関係を突き詰めていこうとする。そのための範とし

たのは、とくに新カント学派や「ボルツァノ及びブレンタノ学派」の哲学であった。この範と

なった考え方について、後年の杏村は、次のように分かりやすく説明している。

　　リッケルトは（中略）価値が存在に関係する世界を考へた。価値の世界は単に妥当する世

界であり、超越的に成立して居る世界であつて、此れには何等の内容をも含んではゐな

い。又他方存在の世界は単に存在する世界であり、内容的ではあるが、其れには何等の価

値をも含んではゐない。（中略）価値と存在とは何等かの仕方で合一し、両者の中間世界

が形成せられなければならぬ。此れは例で言つて見れば、価値は天上の星であり、存在は

地上の水である。此の価値が水に映つて、水の中に星の姿が出来る。此の影像にも比較す

べきものが第三の世界なのである。（中略）此の世界を最も詳しく論ずるものは、ブレン

タノ及びボルツァノに出発した墺国学派の学者フッサアル、シュトンゥプ、トワルドフス

キイ、マイノング等である。(32)

　1910年代の段階における杏村の諸論説では、この「第三の世界」について、技術的に込み

入った議論が展開されている。体験・美・象徴・神秘（深秘）や、いかに範をとろうとも「独

逸の哲学の宗教観に付きまとふ基督教の臭が余り好きではない」ということから(33)、仏教で

用いられる真如が鍵概念となっている。その成果は、これも第１章第１節でふれたように、
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『文化學的研究 第一巻 象徴の哲学』において結実する。

　とはいえ、当時の杏村は、「第三の世界」を探究するにあたって、たとえば、「体験の世界は

何といつても宗教家や芸術家の方が深邃である。其の世界の秘密の鑰は現今の煩瑣なる独逸哲

学などによつては到底与へられるものでない」と述べているように(34)、それを形而上的に遂

行しすぎているきらいがある。また、この主題にもっぱら取り組んで、社会一般の問題にそれ

ほど気が回っていないふしもある。価値と存在との関係を突き詰めていくことそのものは、現

下の思潮に注意する文明批評家らしい知的営みであるといえる。けれども、もっぱら「第三の

世界」のみを形而上的に尋ねてしまっては、認識論上の問題から離れていってしまうし、そも

そも文明批評とはなり得ない。もっとも、このような非難を免れないことは、杏村自身分かっ

ていたようである。たとえば、杏村は、次のように述べている。

　　僕は其の最近に起草する評論に於ては、主として芸術と宗教とに関係した問題を取扱ひ、

次第に客観より主観に進み、自己省察の歩を加へて現在は全く一の心的体験を記述するモ

ノロオグの様なものを書いて居た。其れがために僕は屡々僕の知友から質問せられ、僕が

かつて過去に書いて居た様な経済問題社会問題、広くは一般の文明批評より筆を断つたの

かとなじられることがあつた。(35)

　また、当時の論敵であった三井甲之からは、「土田氏の論は所謂哲学的形而上学的の論だ」

と折に触れていわれている(36)。これらのような非難に対して杏村は、自分は「理論といふも

のに四種を区別して居る」。四種とは、「或る物が然かあるための先天的 構
コンスチツチイフ

成 的 原理」「或る

物が現在然かある事実的原理」「或る物が然かあるべき先天的規
レギユラチイフ

制 的原理」「規制的原理によ

る現実の改造的原理」である。しかし、彼らは、これら「四種の議論を全く混同して居られ

る」。もっぱら「規制的原理による現実の改造的原理」の「議論」のみに注目するのである(37)、

とカント流の konstitutiv と regulativ の考え方を用いて応じている。とはいえ、実際にこのと

きの杏村の論説は、「主として芸術と宗教とに関係した問題を取扱」う傾向があり、かつこれ

を「哲学的形而上学的」というよりも、どちらかといえば形而上的に尋ねようとするきらいが

あるので、これは少々苦しい弁明に聞こえる。

　それでは、なぜ杏村の思索の中心が、認識論を突き詰めていった末に、「芸術と宗教とに関

係した問題」を形而上的に尋ねることへと転化したのか。このことは、橋川正「具象的綜合的

客觀」（『懸葵』第15巻第２号、1918年２月）において、杏村の思想傾向を評して、「先験的批

判的哲学に於ては、勿体ぶつて科学の限界を説く」と記されているような単純なことではな

い(38)。その理由は、二つ考えられる。

　一つは、杏村が、次のように考えていたことによる。
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　　我々の人生観は先づ宗教的人生観に結核し、次第に構成的方面に展開して、価値的人生

観、経済的人生観の段階を経歴し、法的人生観に至つて最も具体化せられ立体化せられる

（中略）併し（中略）此の展開は論理的の展開であつて発生的の其れでは無い(39)

　このように、杏村は、「論理的の展開」の究極の先行者として、「宗教的人生観」を据えてい

る。それゆえ、この「立体」的な思想を構築するために、まずは、「芸術と宗教とに関係した

問題」の究明に努めていたと考えられる。

　そしてもう一つは、杏村が、次のような思いを抱いていたことによる。

　　我が国の文明は例へ表面的に何等かの進歩をした様に見えても、実は其れはたゞ外部環境

の変化がしばらく好位地に彼れを孤立せしめたといふ許りで、生活其れ自身の内容が豊富

になつたのでは無い。（中略）従来此の種の考察を欠いて居たが為めに文化に関係した諸

学の組織や方法に癒やし難き病弊を来らせた(40)

　このことは端的にいって、「我が文明史の推移に、（中略）内面的の発展を欠いて居る」とい

うことである(41)。これをなおざりにして、「自己と客観の文明とを併せて共に機械的区分的に

理解する許り」なので(42)、一向に「文化」に関わる諸学が成長しないわけである。換言すれ

ば、自然科学と〈人文科学〉の「方法論的形式」によった見方の内、前者に比べて後者の知的

営みが遅れているということである。本章の冒頭では、文明批評家である杏村が、自然科学と

〈人文科学〉の「方法論的形式」によった見方のどちらか一方の側に漠然と立てこもる考え方

をすることができないと述べた。そのような見地に立つ杏村だからこそ、〈人文科学〉の停滞

を痛切に感じとっていたわけである。

　とはいえ、これもこれまでにふれてきたように、「文化」に関わる諸学、すなわち〈人文科

学〉領域における知的営みを修正するにあたっては、本来それは時勢からみて、とりわけ文明

批評家である以上は、認識論を重んじる方法でなければならない──なお杏村は、認識論とほ

ぼ同様の意味で、〈批評的〉という言葉を頻繁に使用している──。それなのに杏村は、少な

くとも当時における〈人文科学〉領域の代表的な知的営みといえる「芸術と宗教とに関係した

問題」を、形而上的に尋ねようとしたのであった。それはなぜか。先の引用文にあった「生活

其れ自身の内容が豊富になつたのでは無い」という批評眼が、ここにかかる。杏村は、次のよ

うに述べている。

　　認識論は純粋に形式的であるから、客観的認識の基礎を闡明にすることは出来たが、現実

の認識は単に形式のみなるものではない。認識には更らに内容がある。内容の無いところ

に範疇もない。然らば其の内容となるものは何であるか。（中略）其れは即ち体験の世界
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である。体験の世界は認識は出来ないが、さればとて毫末の疑ひもなく体験するところの

ものである。認識は常に一の中心があつて、現実の認識は其の中心の周囲に密着して動い

て居る。此の中心は体験である。(43)

　以上の言明から、杏村の思索の中心が、認識論を突き詰めていった末に、「芸術と宗教とに

関係した問題」を形而上的に尋ねることへと転化した理由が分かってくる。まとめると、以下

のようになる。

　⑴　杏村は、移り行く思潮をとらえる文明批評家として、自然科学と〈人文科学〉の「方法

論的形式」によった見方のどちらか一方の側に漠然と立てこもる考え方をすることができ

ない。

　⑵　そのような見地に立つ杏村だからこそ、後者の〈人文科学〉の「方法論的形式」によっ

た見方の停滞を痛切に感じとっていた。

　⑶　ところで、在来の認識論をかえりみると、それは「純粋に形式的」であって、「内容」

については考慮に入れられていない。しかしながら、「現実の認識は単に形式のみなるも

のではない。認識には更らに内容がある」。これと同じように、「たゞ外部環境の変化」の

みを追い求める文明は、「生活其れ自身の内容が豊富」になることを、ほとんど考慮に入

れてこなかった。このような社会体制が、「文化に関係した諸学の組織や方法に癒やし難

き病弊を来らせた」。すなわち、〈人文科学〉領域における知的営みを停滞させていったの

である。

　⑷　そこで杏村は、「現実の認識」を重んじてその「内容」をとらえようとすると共に、〈人

文科学〉の「方法論的形式」によった見方の底上げを図ろうとした。そのために、まず

は、認識論の枠組を外れた「体験の世界」にふれる「芸術と宗教とに関係した問題を取

扱」った。杏村は、この「問題」と真摯に向き合うことが、「生活其れ自身の内容が豊富」

になる出発点であると共に、これを「学」問分野の対象とする〈人文科学〉領域の「病

弊」を断つ療法につながるとみたのである。

　このように、杏村は、現下の思潮に注意する文明批評家であるからこそ、まずもって、「認

識は常に一の中心があつて、現実の認識は其の中心の周囲に密着して動いて居る。此の中心は

体験である」とあるとおり形而上的な原初の出来事を尋ねて、そしてそこから、「宗教的人生

観」「価値的人生観」「経済的人生観」「法的人生観」のように、「立体」的な思想体系を構築し

ようとしたのである。

第４章　文明学の創設──その序──

　ほどなく杏村は、形而上的な問題を考究すると共に「経済問題社会問題」をも視野に入れる
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学問として、「文明学」を標榜するようになる。この文明学について杏村は、次のように説明

している。

　　文明学は哲学と類似して居る。（中略）文明学の研究は、哲学の形式的なるに反して、内

容的である。其れは哲学が a priori の批判であつたに対して das Gegebene の批判である。

其れ故或る新らしい意味に於ては文明学は復活したる形而上学であるといつてもよい。

（中略）文明学は又社会学と類似して居る。（中略）文明学の仕事として、先づ重要なる二

つの研究を此の学の研究範囲から見逃がすことが出来ない（中略）其の一つは、文明のあ

らゆる各相を一つの原理によつて統一して行くことである。（中略）其の二は文明のあら

ゆる隅々に行き亘つて居る人生観を考察することである。(44)

　この壮大ともいえるし無謀ともいえる「文明学の仕事」は、結局、杏村の死をもって頓挫す

る。けれども、言い換えれば、他界するまで変わらない方針となるものであった。

　杏村は、この文明学を標榜した論説（「新時代の文明を論ず 新時代の政治、經濟、藝術、哲

學、宗教を批評し、文明觀としての余が神秘的象徴主義を樹立す」『雄辯』第８巻第12号、

1917年11月）を、たとえば、「私が『雄辯』の新時代号に書いた『新時代の文明を論ず』は可

成りにがつしりした論文です。読んで決してお損の無い論文です」（「余の深秘的象徴主義に就

て」『懸葵』第14巻第12号、前掲、11頁）と述べているように、方々に告げまわる。それと共

に、短期間のうちに、文明学を「文化学」と改称する。1919年４月、『教育實驗界』第40巻第

５号誌上に掲載された「理想主義と文化學」における次の言明から、同様の趣旨にのっとって

名称のみを変更したことが分かる。

　　文化の系統の研究及び外的構成（国家とか、社会とか、産業組織とか）の研究、此の両者

の関係の研究をなすことが目下の急務であると思ふ。其れは社会学のなし得るところでは

無い。文化は社会に存在するけれども、社会の研究は直ちに文化の研究では無い。（中略）

亦哲学とは異つた範囲をも持つて居る。（中略）此処に一の新らしい学問が成立する。其

れは文化学と言はれるものである。（中略）私は過去に其れを文明学と呼んだこともある。

文明学の研究は、我々の今後研鑽を加へなければならぬ新らしい範囲であると私は考へ

る。(45)

　さらに1920年代に移ると、文明学＝文化学は、「朝から晩まで研究室裡に閉ぢ籠つて、所謂

一般文化学（私は前には此れを文明学と呼んで居た。）の建設に努力して居る」と述べている

とおり(46)、「一般文化学」とも称するようになっていく。

　文明学（「文化学」「一般文化学」）の元と先とに脈打つものは、先の引用文にもあった「das 
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Gegebene の批判である」といってよい。すなわち所与、意識に直接与えられている内容を批

判することである。杏村は、所与の同義語として「態度」を使用しており、「生きるとは、或

る何等かの態度を採ることである。（中略）文明の内容は此の生きんが為めの態度の全容であ

る」と述べている(47)。文明学は、「文明」を構成している広義における「a priori」なもの、た

とえば、「科学もあれば芸術もある。宗教もあれば国家もある」(48) 等々の形式を前提としてい

るわけではないし、それらの具体的な諸相（「全容」）を前提としているわけでもない。前者の

「或る何等かの態度を採」らせるものと、後者の「或る何等かの態度を採」られたものとに内

在すると共に、両者から超在して、「或る何等かの態度を採ること」を基礎づけるものを尋ね

ることから出発する。これを言い換えると、杏村は比喩的に、この場合における「a priori」

なものを「上限」とし、具体的な諸相（「全容」）を「下限」として、「上限は構成を表
レプレゼント

示し、

下限は無限を象
シンボライズ

徴する」と述べているけれども(49)、ところでその「表
レプレゼント

示」と「象
シンボライズ

徴」とが

顕現することを保障しているものではなく
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、それらが顕現する目的であると共に根拠をあたえ

ているものを、第一に尋ねるわけである。

　そのために、文明学の濫觴は、以下のように論じられる。

　杏村は、「我々の自我とは抑も何であるか」と問いかける。ここで自我というのは、「公我だ

とか社会我」などを含意しない凡常の「肉体を持つた個人我」のことである。「我々の自我と

は抑も何であるか」と問いかけられたとき、一般的な応答の仕方として、「自我を内容の方面

から論ずる」ことが予想される。つまり、自我とは、斯々然々なる内容だ、と説明することが

予想されるわけである。杏村は、このような応答の仕方そのものに、すでに問題があるとす

る。その理由を、F. ブレンターノの学説を援用して、次のように述べている。

　　意識とは何物かの意識である。此の何物かを意識するといふ作用が意識であつて、意識せ

られた或る物は意識では無い。其れは単なる意識の内容と言ふものである。（中略）僕は

同様のことが我々の自我に就ても言はれると思ふ。我々は内容によつて自我の意義や其の

拡張を知ることが出来ない。此の内容に関係し得るものが自我なのである。

　このように、杏村が言わんとしているのは、自我とは斯々然々なる内容だ、という応答の仕

方は、あくまで「意識せられた」自我を説明しているのであって、自我そのものの説明にはな

らないということである。意識された自我は、すでに自我そのものではない。〈自我とは斯々

然々なる内容だ〉と意識する、もしくは注意を向ける「作用」の側に、本来の自我が存在する

のである。それゆえ、「自我を内容の方面から」いくら説明してみても、何ら「自我の意義や

其の拡張を知ることが出来ない」わけである(50)。

　それでは、本来の自我は、どのようにしてとらえられるのか。すなわち、問いである「我々

の自我とは抑も何であるか」に対する解答を導きだせるのか。杏村は、最初に、リッケルトの
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学説を参考にして、自我を「精神物理的自我」「心理的自我、即ち意識」「超越我（即ち意識一

般）」の三者に区別する。そして、三者の内の「心理的自我」（「意識」）について、次のように

述べる。

　　意識は知情意の三方面に区別せられるのが普通の方法となつて居るが、其れはすべて或る

内容に関係し、此れを指示するといふことを根本の様式として居るから、先づ意志を本原

的の姿として居るといつてよい。

　先に杏村は、「何物かを意識するといふ作用が意識」であると述べていた。それをここでは、

「或る内容に関係し、此れを指示するといふこと」と述べている。ところで杏村は、「知情意」

の内、もっとも積極的に「指示する」活動を意欲するものとして、「意志」を重んじる。とい

うのも、意志以外の「知」覚は覚知〈しようとする〉し、感「情」は情感〈しようとする〉。

この〈しようとする〉ところには、必ず意志が働いているからである。それゆえ、杏村は、

「意志の無いところには表象も感情も対象に関係しようが無い。対象に関係し内容を採るとい

ふ点から意志を意識の発現の根本的の姿であると見る」わけである(51)。

　次に、杏村は、「精神物理的自我」について論じる。この「精神物理的自我」というのは、

「即ち此の肉体を併せての心理的自我」のことである。それゆえ、上述の「心理的自我」（「意

識」）とこの「精神物理的自我」（「肉体」ないし「身体」を含む「心理的自我」）とは、まった

く同一のものとはならないので、論理上、区別されるべきものである。とはいえ、杏村は、一

応の区別をつけるけれども、「肉体の意識に対する関係は（中略）認識論的の其れ」であるか

ら、「身体と意識とは必らずしも別々に論ずべきものでは無い」と述べる。より具体的には、

「精神と肉体とは一つの現実の二面の見方であつて、実は同一の実在である」と説く。この

「精神」とは、ここでは、「意識」と同義である。ここで杏村がいいたいのは、発生的・因果関

係的に、「精神」が存在（「実在」）しているから「肉体」が存在するとか、その逆に、「肉体」

が存在しているから「精神」が存在する、と考えてはならないということである。両者はあく

まで、「一つの現実」「同一の実在」であって、ただその「見方」を変えているのみであるか

ら、どちらが原因でどちらが結果になるのか終局的に判断しかねるので、そもそも「別々に論

ずべきものでは無」くて、ひとまとめにして「精神物理的自我」として論じればよいわけであ

る。

　ところで、両者を不同の「実在」とみる向きのある発生的・因果関係的な地平を批判して、

両者を同一の「実在」の両面、すなわち「精神物理的自我」とみる「認識論的」には、それを

それとして認める働き、あるいは「或る内容に関係し、此れを指示する」作用が前提となって

くる。上述のとおり、それは、「意識」の働きであった。そして、この「意識」のみで占める

自我の領域は、「心理的自我」であった。それゆえ、「認識論的」に「心理的自我」は、「精神
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物理的自我」に論理上先行する。補足すると、このことは、あくまで論理上のことであって、

「現実」（「実在」）上のことではない。「現実」においては、「精神物理的自我」（「肉体」ないし

「身体」を含む「心理的自我」）が、文字どおり「精神」（「意識」）と「物理」（「肉体」「身体」、

あるいは「物質」）との関係においてあらわれている。そして、「現実」であるからには、必ず

何かしらの内容をもっている。それはたとえば、「肉体」に備わる脳のある部位が、「精神」を

決定して、「現実」のある何らかの「精神物理的自我」を形作っている、ということである

──これを「精神」の側からたとえてもよい──。ところで、この「現実」的な「精神物理的

自我」を、その〈自我とは斯々然々なる内容だ〉と認めるのは、再び「精神物理的自我」であ

るはずがない。なぜなら、「精神物理的自我」は、内容をもっているわけなので、常にその

〈自我とは斯々然々なる内容だ〉と指示される当のものである。それなのに、この認められる

側が、認める側に立ってしまったら、循環論法に陥ってしまうからである。それゆえ、以上の

ことを杏村は、次のように述べている。

　　真に具体的の自我は精神物理的自我、即ち肉体を持つた自我であるだらう。此れに於て自

我は其の最も具象的の姿を現はして居るといつてよい。併し其の基礎には心理的自我があ

る。心理的自我の前提無くしては精神物理的自我は成立の仕様が無い。（中略）心理的自

我は精神物理的自我の根基に存在し、其れの前提であり論理的先行者となつて居るのであ

る。両者の関係は並列的の其れではなくて階段的の其れである。(52)

　以上のように、「精神物理的自我と心理的自我との間に論理的先後を定めて、此れを階段的

に配列した」杏村は、論理上先行する「心理的自我」のさらに「前提となつた論理的先行者を

求め」る。それは、「超越我（即ち意識一般）」である。杏村は、この「超越我」について、

「其れはすべての意識をなほ其の内容として排除しつくす論理的自我のことである」と述べて

いる。既述のとおり、意識、すなわち「心理的自我」は、「或る内容に関係し、此れを指示す

るといふことを根本の様式として居る」のであった。そして、「認識論的」にそれは、「精神物

理的自我」を指示する「関係」にあるのであった。それでは、この「心理的自我、即ち意識」

は、自我そのものであるか。換言すれば、〈自我とは斯々然々なる内容だ〉と意識する、もし

くは注意を向ける透徹な「作用」であるか。そうとはいいきれない。なぜなら、「心理的自我、

即ち意識」は、「実在」の内容とは異なるけれどもともかく「知情意」と称される内容を備え

ているし、「精神物理的自我」との「関係」がある以上、「心理的自我、即ち意識」（「作用」）

のある範囲には、必ず「実在」の「内容」が滲んでいる。これでは、自我そのものとはいえな

い。それゆえ、上記のとおり、「すべての意識をなほ其の内容として排除しつくす論理的自我」

である「超越我（即ち意識一般）」の領域を設ける必要が生じる。この「超越我」は、「すべて

を其れの内容とした時に、なほ純粋の形式としてのみ後に残される」ものである。したがっ
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て、「其れは自我と言はれるものゝ本来の純粋形式であつて、此れ以上には論理先行者の無い」

ものである(53)。

　こうして、「具象的の」自我である「精神物理的自我」から「純粋形式」としての自我であ

る「超越我」に至るまで論じた杏村は、ひとまず、次のように結論づける。

　　我々が若し自我を論理的順序によつて配列するとすれば、超越我、心理的自我、精神物理

的自我の階段的順序に於てするが正当だといふことは、茲に明瞭となつたであらうと思ふ

のである。自我の階段は以上を以て終極を告げる。

　このように「認識論的」に「自我の階段」を突き詰めると、「超越我」がその最上位に位置

づけられることになる。それゆえ、「超越我」こそが「形式」としての自我そのものといえる。

そのようにみなすことによって、「心理的自我」と「精神物理的自我」のそれぞれの内容と、

指示する／される「関係」を保障するわけである(54)。

　以上のことから、「我々の自我とは抑も何であるか」の解答が示されたように思われる。し

かしながら、最後に杏村は、「更らに此等の全体に対して其の背後を支持する深奥なる自我を

指定してもよい」とする。この「深奥なる自我」とは、「体験」である。とはいっても、「純粋

形式」にまで達した自我の「認識論的」な議論は、すでに「終極を告げ」ているのであった。

それゆえ、杏村は、「勿論斯様な体験といふ様なものがあるとしても、我々は此れを論理的に

考察することは出来ない」と述べる。それでは、その論理を超えた「体験」とは、どのような

ものであると予想されるのか。

　杏村は、これまでに記してきた「認識論的」な「自我の階段」の論理を、次のようにまとめ

る。帰するところ、「意識一般までは、自我を一の指示線上のものと見て、主客対立の状態を

見、此れが主格をなすものといふ風に考へて居た」。すなわち、指示する「心理的自我、即ち

意識」と指示される「精神物理的自我」。したがって、主である「心理的自我、即ち意識」と

客である「精神物理的自我」。そして、「純粋形式」であることから、実際に「指示線上」に示

すことはできないけれども、それゆえに、「心理的自我」と「精神物理的自我」とを共に客と

する「超越我（即ち意識一般）」、とこれまで考えてきたわけである。

　このようにまとめた杏村は、「厳密に自我と言へば此れより外には無い」と念を押した上で、

「認識論的」に「自我の階段」（「指示線」）を「主客対立」の論理としてみてきたことから、次

のように述べる。「主客未分の状態にある、言はゞ純粋経験といふ様な自我は考へられないで

あらうか」。この「純粋経験」とは、第１章第２節にも記したもので、そこにもあるとおり

「「概念以前」少しも知識の取扱の加はらぬもの」であって、「体験」と同義である。重ねてい

うと、「体験」（「純粋経験」）は、上記のとおり「我々は此れを論理的に考察することは出来な

い」ものである。とはいえ、「体験」は、これまでの「認識論的」な論理に止まって、そこか
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らはねのけるようにすれば、予想することが可能となる。「主客未分の状態」がそれである。

「認識論的」な論理には、必ず「主客対立」があるのであった。したがって、それのない「主

客未分の状態」は、もはや論理の限界を超えたものである。

　けれども、それだからといって「体験」が、ただちに空想の産物であるとはいえない。その

理由は、以下のとおりである。「認識論的」な論理によって「考察するといふことは」、つまる

ところ、何らかのものを「対象として固定し、此れに自我が関係するといふことである」。そ

のようにしてこれまで、「具象的の」自我である「精神物理的自我」から「純粋形式」として

の自我である「超越我」に至るまで、「自我の階段」を突き詰めてきたのであった。ところで、

この場合、主は客があってはじめて成り立つように、その反対も同様であるように、「自我が

関係する」ところには、必ずその「対象」がなければならない。そして、「対象」を「考察す

る」ためには、「対象」となる何らかのものをまさに「対象として固定し」なければならない。

仮に、「対象」となる何らかのものをそのまま流動させておくとすれば、それはもはや、「考察

する」とはいえなくなる。それゆえ、「対象」となる何らかのものの「純粋形式」に、「対象と

して固定」するという限定をかけるわけである。

　それでは、「対象」となる何らかのものの「純粋形式」とは何であるか。残念ながら、この

ように問いかけても、「認識論的」な論理によって答えることはできないのである。「自我の階

段」には、「純粋形式」として、論理上すべての主となる「超越我」があった。それは、「すべ

ての意識をなほ其の内容として排除しつくす論理的自我」のことであった。ところで、この自

我の極みに一対となって、すべての客（「対象」）となるはずの何らかのものの「純粋形式」

は、「すべての意識をなほ其の内容として排除しつくす論理的」な「対象」であるかといえば、

そうではない。それはたんに、何も「認識」されていない、もしくは「指示」されていないと

いうことになるので、「認識論的」な論理からはねのけられる。つまり、非論理的なものであ

る。しかしながら、この非論理的なすべての客（「対象」）となるはずの何らかのものの「純粋

形式」を予想しなければ、これと一対となる「超越我」が成立しなくなる。それはすなわち、

これまでに記してきた「認識論的」な論理が成立しなくなるということである。

　さらに一歩進めていえば、すべての客（「対象」）となるはずの何らかのものの「純粋形式」

は、非論理的な地平におけるものであるから、再び「認識論的」な論理の地平にある「主客対

立」の構図を持ちだすことは許されないはずである。それゆえ、「認識論的」な論理に止まっ

て、正しく予想するとすれば、「主客対立」の構図にはない「主客未分の状態」である「体験」

（「純粋経験」）が、まさに「概念以前」としてあるがままにある、となる。このことを杏村は、

「対象を考察することによつて此れを論理的に統一する前には、論理的統一以前の非論理的統

一がなければならない」と述べた上で、この「体験」の領域を「本来に於て自我で無」いけれ

ども、便宜上、「体験我」と称している。

　以上のように、「体験我」も含めた自我を論じた杏村は、「自我の各々に就いて此れが発現の
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姿」を、「超越我」は「真善美の『価値的要求』であ」る、「心理的自我」は「広義の『欲望』

である」、「精神物理的自我」は「『行為』である」と述べる。これらの「価値的要求」・「欲

望」・「行為」は、「認識論的」な「自我の階段」にしたがって、論理的順序を踏んで「発現」

している。ところで、それならば、その最上位に位置づけられる「超越我」は、どのように

「価値的要求」として「発現」するといえるのか。

　ここで杏村は、「体験我」を持ちだす。上記で杏村は、「対象を考察することによつて此れを

論理的に統一する前には、論理的統一以前の非論理的統一がなければならない」と述べてい

た。このことは、換言すれば、「指示といふ時には既でに其れが体験せられて居ることを予定

して居るのであつて、体験の無い指示は無い」ということである。したがって、「超越我」が

「価値的要求」として「発現」するのは、「体験」を「予定」してのこととなる。ただし、この

「体験我は本来主客の対立を離れて居るから、其れが発現の姿といふものも考へることは出来

ない」。このことは、「認識論的」な論理からみて自明の理といえる。「体験」（「体験我」）は、

斯々然々と「発現」している、と説くことができない。もし「超越我」が「価値的要求」とし

て「発現」しているならば、すでに「体験」も斯々然々と「発現」している、と予想できるだ

けである。それゆえまた、「体験」は、斯々然々と「発現」していない、と説くこともできな

いし、そもそも「体験」は「休止」している、と説くこともできない。ただ予想として、もし

「体験」が「休止」していないのであるならば、「超越我」も「価値的要求」として「発現」し

ている、といえるだけである。つまり、「超越我」は、杏村が「発現も無ければ休止も無い」

と述べる「体験」（「体験我」）を予想することによって、「価値的要求」として「発現」するわ

けである。

　かくして「体験」が、一般的に「宗教の意識」などと称される形而上的な原初の出来事であ

るとすれば、「宗教的体験が真善美の価値に具象化せられる時、人生は（中略）立体的に分化」

することになる。前章で記した言葉を用いれば、「我々の人生観は先づ宗教的人生観に結核し、

次第に構成的方面に展開」するわけである。以上のことから「認識論的」な論理の結論をいえ

ば、「a priori」なものとして「或る何等かの態度を採」らせるものは、その極限のものは「価

値」となる。そこから「論理的順序」を後ろに向けていって、「或る何等かの態度を採」られ

た具体的な諸相の極限のものは、「最も具象的の姿」、すなわち「現実」ないし「実在」とな

る。そして、それらの両者に内在すると共に超在して、それらが顕現する目的であると共に根

拠をあたえている究極のものは、「体験」であると予想されるわけである(55)。

　このように文明学の濫觴を論じた杏村は、以後、本格的に、「経済問題社会問題」をも視野

に入れた「文明学の研究」に取り組むのであった。
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おわりに

　杏村は、1919年８月、『創造』第１巻第３号誌上に掲載された「文化學と社会學」において、

次のように述べている。

　　社会問題生活問題は何を中心にして動いて行つて居るのであるか。僕の見るところでは、

（中略）人生の意義は何であるかと言ふことを、中心の問題として居るのであると思ふ。

　そして、この「人生の意義」を考えるためには、「文化学」（文明学・一般文化学）が必要で

あって、これを閑却してひたすら「個々の特殊文化学、即ち経済学や政治学やを以てしようと

するのは間違つて居る」とする。もちろん、「没価値的の自然科学」によっては、どうしても

不可能である(56)。

　杏村が文明批評家としてみていたことは、「はじめに」で記したことに応じていえば、つま

るところ、自然科学と人文科学、あるいはこれに社会科学──上記で「特殊文化学」と称され

ているように、この時点ではまだ、今日において考えるような学術領域を形成しきれていない

──も含めて、それぞれの学術領域には分限があるのだけれども、それが歪められてしまって

いる時代状況である。たとえば、上記にある「人生の意義」は、政治・経済の状態や自然科学

領域における学知がもたらした生活環境などをもとにして考えるものではある。とはいえ、そ

れらの「現実」（「実在」）に囲まれて生きる「意義」は、それらの「現実」（「実在」）そのもの

をどれだけ考えてもみつけられない。なぜなら、「人生の意義」とは、それらの「現実」（「実

在」）を批判的に考えることによってみつけるものだからである。この批判を仕向けるものは、

「価値」であった。そして、この「価値」に依拠して「人生の意義」を専門的に考究する学術

領域は、人文科学である。

　杏村は、この「人生の意義」を考究する「文化に関係した諸学の組織や方法に癒やし難き病

弊」があるとみていた。この状況は、「価値」意識が狭小なものとなっていることに結びつく

ものである。そこで杏村は、形而上的であり非論理的な「体験」を持ちだした。「価値」意識

を狭小にすると共に、人文科学に「癒やし難き病弊」をもたらすことが、文明の側からみれば

整然たる「論理的統一」となっている状況を逆手にとるように、その「論理的統一」に背くこ

となく、しかも「論理的統一」の構成要素としてこれを保障するものとは異なる目的の領域に

おける究極を「体験」とした。この非論理的なものは、「論理的統一」の側からみてあっては

ならないものだけれども、目的の領域における究極であるから、いかなるときもどのような場

合であっても、「論理的統一」のあるところにはあるはずのものである。

　それゆえ、「論理的統一」それ自体と相容れないこの非論理的なものは、文明の側からみて

整然たる「論理的統一」となっている状況を、ただひたすら信用することなく、さらに「論理
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的」に裏づけさせようとする。その結果、文明の側からみれば整然たる「論理的統一」が、実

は「価値」意識を狭小にして、人文科学に「癒やし難き病弊」をもたらしていることを、「論

理的」に暴いていくことになるのである。
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(36) 三井甲之「傳統主義と歴史精神」『讀賣新聞』、1917年10月20日、７面
(37) 土田杏村「余の深秘的象徴主義に就て」『懸葵』第14巻第12号、1917年12月、10‒1頁
(38) 橋川正「具象的綜合的客觀」『懸葵』第15巻第２号、前掲、16頁
(39) 土田杏村「文明に於ける人生觀の段階と均衡を論ず──新人の世界を求むるものの為めに文明の様相を解

剖す──」『雄辯』第９巻第12号、1918年11月、67頁
(40) 土田杏村「新時代の文明を論ず」『雄辯』第８巻第12号、前掲、10‒1頁
(41) 土田杏村「ルネツサンス以後」『制作』創刊号、1918年12月、43頁
(42) 土田杏村「新時代の文明を論ず」『雄辯』第８巻第12号、前掲、10頁
(43) 同上、24頁
(44) 同上、3‒6頁
(45) 土田杏村「理想主義と文化學」『教育實驗界』第40巻第５号、前掲、23頁。なお、文明学という名称を用

いていた理由を杏村は、本論説では、「文化学と言へば、リッケルト等の文化科学、即ち個々の文化の学
問と混同せられるから」であると説明している（同上）。
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(46) 土田杏村「統一文化の生活を論ず──青年諸卿に寄語す──」『雄辯』第11巻第６号、1920年６月、４頁
(47) 土田杏村「文明に於ける人生觀の段階と均衡を論ず」『雄辯』第９巻第12号、前掲、40頁
(48) 同前
(49) 土田杏村「上限下限及び象徴」『苦惱者』創刊号、1918年10月、５頁
(50) 土田杏村「文明に於ける人生觀の段階と均衡を論ず」『雄辯』第９巻第12号、前掲、44‒5頁
(51) 同前
(52) 同上、46‒7頁
(53) 同上、47頁
(54) 同上、47‒8頁
(55) 同上、48・50‒1・58頁
(56) 土田杏村「文化學と社会學」『創造』第１巻第３号、前掲、82・84‒5頁

付記　本稿では、原則として、固有名は旧漢字のまま記した。引用文は新字に改めた。ルビ等は、適宜省略し
た。また、脚注に挙げた典拠で重複するものは、適宜副題を省略した。

キーワード：1910年代日本思想史、土田杏村、人文科学、自然科学、体験（純粋経験）
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Abstract

Science and the Thought in Kyoson Tsuchida in the Late 1910s

KAWAI Daisuke

 The purpose of this article is to consider the thoughts of a Japanese intellectual on what is now known as 
the humanities. The reason for this study is to reflects on the epistemological foundation in the modern and 
contemporary study of historical thought in Japan while considering the purpose of expanding the ideas of the 
field of the humanities. 
 In this article, I reexamine ideas of Kyoson Tsuchida in the late 1910s to achieve this purpose. In order to do 
this, I look carefully at how Kyoson regarded the humanities and natural sciences.
 This article consists of four chapters in total.
 In Chapter 1, at first I drew a sharp distinction between the conceptual differences between reality and 
value. Then, I confirm that reality is related to the natural and the value is related to history. Lastly, I confirm 
that nature is established from the methodological viewpoint of natural science and history is established from 
the methodological viewpoint of the humanities. 
 In Chapter 2, I discuss the history of thought based on the speech of Kyoson and how the interest of in 
epistemology was the tendency of the times. In addition, from this, I confirm that an intellectual came to think 
carefully about the meaning of and differences between the methodological viewpoints of natural science and 
the humanities.
  In Chapter 3, I discuss how the heart of Kyosonʼs ideas developed toward metaphysical problems after 
thoroughly pursuing epistemology. The reason that Kyoson thought this way is that, as a critic of civilization, he 
placed great value on the perception of reality and wanted to uproot the conditions in which the methodological 
viewpoint of the humanities remained stagnant.
 In Chapter 4, I show the origin of civilization studies founded by Kyoson, and I consider his ideas of the cusp 
to stand as a civilization critic.

Keywords:   Japanese thought in the 1910s, Kyoson Tsuchida, Humanities, Natural science, Erlebnis (rene 
Erfahrung)
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