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哲学とは何か？：統一思想の哲学観を解明するための予備的な分析 
統一神学校、ニューヨーク 

野田啓介 哲学准教授 
 

本論文は、予定されている統一思想テキスト・シリーズの一冊『統一思想：哲学的入門』

（Philosophical Introduction to Unification Thought）（仮題）の準備草稿の一部です。 

 

序論：哲学と諸科学 
 

A. 哲学における知とはどういうものか？ 

学問における知は、特定の方法によってえられる限定された知です。それぞれの学は、一

定の方法によって、多様な諸現象の中から特定の現象をすくいあげ、整理し、意味と解釈

を与えます。特定の現象に限ってみてゆくために、まず一定のパースペクティブ（観点）

を整えるということが個別の学の特徴です。 

例えば人の笑いを考えて見ます。笑いを、脳科学からアプローチすることもできますし、

文化人類学、あるいは心理学からアプローチすることもできます。この場合、学のもって

いる特定の方法が、見てとる現象を限定します。心理学、政治学、自然学等、諸学を区別

するという課題に歴史上初めて直面し、これを遂行したのがアリストテレスです。まだ学

が未分化な時代に、一つひとつの学を分類するのに、その学の対象の特質に合わせて領域

に分け、それに最もふさわしい方法を確定し、そこから一つひとつの学がどういうもので

あるかを確立しました。アリストテレスにとって、哲学には、こうした諸学の位置づけを

行うことも含まれています。 

諸学の知が、研究対象と方法によって限定された特殊な知であるのに対し、こうした諸学

の知を知の全体の中で位置付け、その有効範囲と限界を明らかにする知、つまり知を分析

する知、メタレベルにおける知は、哲学の知に含まれます。 

そのために哲学では、存在そのもの、つまり「在る」ということはどういうことかとか、

そもそも「知る」、「理解する」、「考える」とはどういうことかなど、最も基本的な事

柄をテーマにして考えてゆきます。いきおい抽象的にならざるを得ません。それぞれの学

が、具体的で特定の現象を扱うので比較的にとっつき易いのに対し（もちろん、特殊化し

ているとことからくる難しさは当然ありますが）、哲学は普通では問題にしないようなこ

とを問題にするためにとっつきにくいという事情があります。 

現象という現象をすべて対象とし、諸学の知そのものを分析する知である哲学の知は、ど

うしたら得られるのでしょうか？ そもそも方法というものが、見るものを限定し、現象

から特定のものをすくいあげてしまうとするならば、哲学における方法とはどのようなも
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のになるのでしょうか？ 哲学としての統一思想を論じるにあたって、哲学における方法

の問題を論じなければなりません。まず手始めに、近代以降急速に発展し、哲学にも大き

な影響を与えた科学との関連を鳥瞰することからはじめます。 

 

B. 哲学における方法の問題 

哲学は、あらゆる現象を対象とします。諸学が、その一部を一定の観点から見てゆくのに

対し、哲学は日常生活はもちろん、諸学が前提としている人間の認識のあり方、存在の仕

方、経験のあり方をはじめ、神、自然、社会、文化、歴史、およそ考えられるあらゆる存

在を対象とします。感性的な知覚の対象、想像上の存在、神秘的な存在、歴史上の存在、

数理的な存在、そしてそれを考えている人間の存在そのものを問います。また、問いの前

提となっている言語、使用している論理そのもの、そして空間や時間といったものまで研

究の対象にします。哲学は一言で言えば、最も包括的な学問です。そのため包括的な学と

しての哲学には、方法といっても、限定されない方法が考えられねばなりません。学であ

りながら、学の前提を問う哲学の固有の課題です。 

哲学では、どこからはじめ、どういう方法でその思惟や作業を遂行してゆくのかというこ

とが問題になります。しかも、これが哲学における最も重要な課題であり、その設定の仕

方で、哲学のあり方が変わり、後述するように、実際には哲学のタイプが分かれることに

なります。まず足がかりとして、近代以降の哲学における取り組みをみてみます。 

近代になって、人間が得ている知識がどれほど確実なのかが問われ、認識論が主題となり

ました。ちなみにハイデッガーは『存在と時間』の中で、デカルトが真理の基準を「確か

さ」としたということに異議を唱えています。真理の基準を確実性に置き、知識を「確か

さ」という観点からみることにより、デカルトは、数学を学のモデルとしました。数学に

範をとる学の構築をめざしたデカルトは、哲学においても数学に見られるような確実さ、

明晰と判明を求めました。 

知識を「確かさ」という観点で求めた結果、近代は数学と自然科学を範として哲学を組み

立ててゆくことになります。カントも、数学と自然科学を確実な知識をもたらす学であり、

学の規範と考え、哲学を、数学や自然科学のような学にしようと試みたわけです。中世哲

学は、宗教と不可分な形で形成されましたが、近代に急速に発達した自然科学は、近代哲

学の形成に大きな影響を与えました。 

問題は、現象を限定して見ていく科学の方法を、出来るだけ限定をつけずに、すべての現

象に接近しようとする哲学に適応できるのかという点です。科学は、現象に一定のパース

ペクティブで接近し、現象をそこですくいあげられる事柄に限定し、それを整理して成り
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立ちます。計量化できるものを求め、それ以外の現象を捨象することで、数学を適用する

ことができるようになります。 

先に述べた『存在と時間』におけるハイデッガーのデカルト批判を例にあげます。物とい

うものは目的や意味を通してその存在を告げます。たとえばハンマーは道具として、釘や

板、家などを指示し、他の道具やそれを用いる人間を指示します。さまざまな目的の連鎖、

目的関連の中でハンマーはその存在の意味を告げます。ハンマーが壊れ、それが使えなく

なったときに、はじめて鉄や木といった物理的な物体性があらわになります。物が、物理

的な物体としての存在をあらわすのは、存在の目的や意味が捨象された場合で、それは二

義的な存在の意味だとハイデッガーは論じます。デカルトは、物の存在の本質を「延長」

という幾何学の概念でとらえましたが、その背景には、幾何学を学の規範とみて、哲学に

それを適用しようとしているデカルトの哲学観があります。ハイデッガーからみれば、物

は、それが壊れて目的が不可能になったり、本来の目的を捨象して見た場合に、はじめて

物理的な存在としての存在性をあらわにするのであって、物の物理性を存在の第一義的な

ものとしたデカルトは本末転倒だということになります。数学を学の基準としたために、

デカルトは、「目的の連鎖の中で存在するものの在り方」を見失しない、本来第二義的な

「物理的な存在性」を、ものの第一義的な存在性だと誤解したというわけです。 

科学のもつ実証性に範を仰いで哲学の方法としたのが実証主義です。１９世紀のオーギュ

スト・コント、そしてそれを更に発展させたのが２０世紀初期にあらわれた論理実証主義

です。論理実証主義者知識を三つに分けました。第一に、数学や論理学などの形式的な学、

第二に経験科学、そして第三にそれ以外の知識全部です。厳密な意味での知識、信頼に足

る客観的な知識ははじめの二つに限定されます。つまり数学や論理学などの知識と、あと

は経験科学で実証された知識のみが意味があり、それ以外の知は、主観的な楽しみに供す

る詩や芸術と同等の主観的な価値をもつのみであると考えました。専門的な用語でいうと

「有意味性の基準を検証可能性においた」（数学、論理学を除いて、経験科学で検証可能

な言明のみが意味をもつ）となります。 

確実な知識を物理学を中心とする自然科学と数学、論理学に限定することを明確に打ち出

したのが論理実証主義です。科学の言語を物理学の言語に還元し、物理学の基盤の上に、

化学、生理学、心理学と諸科学を組み立て、学全体を論理的かつ実証的なものにしようと

試みました。結果的にこの企ては失敗に終わりました。 

科学哲学の内部からの批判の主なものはふたつです。ひとつはカール・ポパー、もうひと

つはトーマス・クーンから提起されました。ポパーは、確実な知を検証することなど不可

能なこと、そして科学の知の特徴は、検証可能性にあるのではなく、むしろ常に反証の可

能性にさられていることを指摘しました。科学の知は、常に暫定的であり、反証に対して

開かれている、その開かれているあり方こそ科学の本質である、と論じました。反証が不
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可能な形で閉じられているのは宗教とマルクス主義の知であると主張し、論理実証主義を

批判しました。もうひとつの批判は、クーンから提起されました。結論的いえば、科学の

知は、社会的歴史的に制約されたパラダイムのもとで生まれ、検証される知であるという

点です。論理実証主義者は科学の知を、歴史の制約、社会の制約を受けない非歴史的知で

あると考えていました。科学の知が普遍的で、確実であることは、その知が、非歴史的、

非社会的な知であるという科学観に基づいていました。しかし、クーンは、科学者集団が

受け入れ、実践している研究方法、規範、前提、仮定がパラダイムという思惟と実践の枠

組みをつくり、その枠組みそのものは歴史的に変遷してゆくと主張しました。そうなると

歴史や社会に制約されないとされていた自然科学の知が、その他の知と本質的に変わらな

いものとなります。科学の知が、絶対的に確実で、普遍的だというのは幻想に過ぎなくな

ります。 

論理実証主義では、経験科学で実証されえない倫理学なども扱うことができず、これも大

きな問題となりました。正義、善悪など規範や価値の問題を扱えなければ倫理学だけでな

く、政治哲学、社会哲学も不可能になります。 

数学、論理学と経験科学、とりわけ物理学を中心とする自然科学を、唯一確実な知識と考

え、それを哲学として仕上げた論理実証主義は、こうして内外から支持を失い、力を失っ

て行きました。 

自然科学の知が、ある前提に基づいた知であるとすると、他の学の知との本質的な区別が

なくなります。１９７０年以降、クーンは、パラダイムを解釈学的核（hermeneutic 

core）と呼び、自然科学、社会科学、人文科学の知が、いずれも解釈に基づく解釈学的な

知であると論じました。1 むろん、諸学の知は、解釈のあり方、知のあり方は、異なっ

ていますが、自然科学の知が、解釈を逃れた中立で客観的、普遍的な知であるという科学

観は崩れました。更に敷衍すれば、あらゆる偏見や独断を排除した中立な知、普遍的客観

的な知が可能であるという信念、そうした知を可能にする「理性」への信頼、そしてその

知を実現したのは科学であるという、一連の啓蒙主義以来の近代の信念と理想は、大きく

揺るぐことになりました。2  

 
1 １９８９年２月１１日、ラサール大学で行われたパネル討議で、クーンはこの問題を論じました。

しかし、この考えを発展させることなく、クーンは１９９６年に死去しました。Kuhn, Thomas S., 

James Conant, and John Haugeland. The Road Since Structure: Philosophical Essays, 1970-1993, with an 

Autobiographical Interview. Chicago: University of Chicago Press, 2000. 

2Bernstein, Richard J. Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis. Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, 1983. 
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確実な知識を求めたデカルト以来、数学、論理学、科学に範を求めた多くの哲学者達の試

みは、理性の中立性が問われ、科学の解釈性が指摘されるという形で、大きな問いの前に

立たされました。この問題は、後に改めて問うことにして、もう一度、哲学における方法

の問題、あるいはもっと広い形でいえば「哲学とはどういう営みなのか」というもっと根

本的な問題を考えてみたいと思います。哲学をどのように規定するのかという哲学の自己

規定を論じ、その上でもう一度、哲学の方法の問題にたちかえります。統一思想の哲学観、

哲学としての統一思想の在り方を論じるには、こうした準備が不可欠です。 
 
 
 

１． どこからはじめるか？ 

 Ａ．自己省察という哲学固有の課題 

既に述べましたように、哲学では、どこから始めるかが大きな問題です。哲学は、人のあ

らゆる営み、考えたり、信じたり、感じたり、想い出したり、想像したりと認識を含むあ

らゆる心のいとなみを問題にします。さらに、人間のあらゆる振る舞いや行動、そして自

分や世界のあり方、存在することまで含めて、およそ考えられことすべてを対象とします。

そして、その考察は哲学の営みそのものに向けられます。 

ものごとを吟味する哲学の営みそのものが考察の対象になります。哲学は、分析したり論

じたりする哲学の営みそのものが、果たして正当なのかという、哲学の営みの正当性を吟

味するという課題を担っています。ちょうど言葉とは何かを論じるのに言葉を用いざるを

得ず、論理とは何かを論じるのに、その論理を用いながら議論を進めるように、哲学は、

自分を規定するのに哲学的思索を用いざるを得ないという、ある種の循環に巻き込まれて

います。哲学はその批判の目をまずもって自分に向けるという課題があり、これが哲学で

は一番大きな問題です。そして、哲学者が一番注意を払うのは、哲学をどういう営みとと

らえるのかという点です。しかも、全ての哲学者が同意する哲学観はありません。 

哲学以外の学問の場合、研究対象を定め、方法を確定し、何を前提とするかを決めて、そ

の学の枠の中で得た知識の有効性を問います。言い換えれば、研究共同体で実践されてい

る研究のあり方というパラダイムがあり、その枠組みの中で研究が遂行され、知識の有効

性が検証されます。哲学の場合、このパラダイムそのものが問題となり、「哲学とはどう

いう営みか」ということが問われます。二十世紀の西洋哲学の大きな潮流を概観しながら、

統一思想の哲学としての在り方を論じる準備を更に進めます。 

 

 Ｂ．哲学観の諸相：分析哲学（Analytic Philosophy）と大陸哲学 (Continental 

Philosophy) 
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分析哲学における哲学観：言説の論理的批判的分析 

哲学においては、哲学とはどういう営みであるのかという定義そのものが問題になります。

現代西洋哲学に限定してみれば、二つの考え方があり、そこに二つの潮流があります。ひ

とつは英米の分析哲学（Analytic Philosophy）の考え方で、もうひとつはヨーロッパ大陸で

主流の大陸哲学(Continental Philosophy)です。両者は全く異なった哲学観をもっています。

もちろんそれぞれの潮流の中に支流がありますが、大きく分けると二つに分かれています。 

アメリカ、イギリス等のアングロサクソン系の国で主流である分析哲学では、哲学とは

「批判的分析」であると考えます。人間の思惟はおおむね言語によって表されます。そこ

で言語を分析し、そこに展開されている考えの論理関係を明確にし、思惟の曖昧さをなく

し、思惟の混乱を整理することに哲学の意義を見出します。英米の大学で、哲学の入門コ

ースに「批判的思惟」（Critical Thinking）が設定されているのはそのためです。この哲学

観によれば、哲学とは何か玄妙な知恵であるとか、隠された真理を明らかにするというこ

とではまったくありません。むしろ、こうした哲学観が思惟の混乱をもたらし、わけのわ

からない言葉使いの混乱から、意味のないことにあえて意味があるかのように思い込ませ

たと考え、哲学はその弊害を取り除くことだと考えます。分析哲学の出発点を築いたヴィ

トゲンシュタインが、「ハエ取り瓶の中のハエ（著者注：哲学者）に、出口を教えてやる

こと」と比喩したように、分析哲学では、「思惟を明確にする」という一点に哲学の意味

を見出しています。その主要な道具として論理学や数理論理学が用いられます。 

この哲学観からすると、従来の伝統的な哲学は、言葉を曖昧に使用し、時には造語して、

あたかも論じていることに深い意味があるかのような錯覚に陥っているということになり

ます。ちなみに２０世紀の哲学者でいえば、ハイデッガーなどが批判の槍玉にあがってい

ます。 

もう一歩突っ込んでいいますと、分析哲学の背景には、ヴィトゲンシュタインの言葉の意

味への考え方があります。ヴィトゲンシュタインは、言葉の意味は、その言葉が対応する

実在を指し示し、その実在の意味を表すことで生まれてくるのではなく、その言葉がどう

使用されているかによって生まれてくると考えました。ですから意味の混乱は、言葉の使

い方の混乱に起因することになります。哲学の課題は、その混乱を収拾し、思惟を明確に

していくことにあるというわけです。そこでそれぞれの哲学者が、どのように言葉を使っ

ているかを調べます。言葉の曖昧な使い方で意味の混乱が生じるというわけですから、そ

の哲学者の言葉の使い方を吟味することで、意味を明確にする、あるいは、実は無意味な

言葉の羅列に過ぎないことを明らかにするというわけです。 

一例をあげます。例えば、分析哲学者がプラトンの哲学にどうアプローチするかというと、

プラトンの著作で、プラトンが何をどう論じているのかを吟味します。記号論理学等を使

用しながら、プラトンの言説を論理的に分析します。プラトンは何をどう定義しているの
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か、議論に循環論法はないか、論理的な矛盾はないか等、詳細に見ていきます。ここでい

う「哲学の営み」というのは、こうした論理的な分析、批判的な分析そのものです。哲学

者の中には論理分析がうまくできない哲学者の言説もあります。そうなると「意味不明」、

「無意味な言葉の羅列である」と批判され、研究対象から排除されます。ハイデッガーな

どは無意味な言葉を羅列する混乱した哲学者の典型とみなされています。 

統一思想は、こうした分析哲学でいう「哲学」、つまり「言説の論理的分析を遂行するこ

と」という意味での哲学ではありません。また、統一思想には、言語表現されたもの、言

説を分析の対象にするという観点もありません。もちろん分析哲学の手法を取り入れて、

統一思想を分析することはできますが、統一思想は、論理分析そのものを哲学の課題、定

義と見ているわけではありません。さらに、統一思想においては、分析哲学者が暗に前提

としている考え、すなわち論理学、数学、科学のみを信頼するという視点もありません。 

 

大陸哲学における哲学観：根源的な知 

分析哲学と対極にあるのが大陸哲学です。２０世紀の大陸哲学は、現象学を創始したフッ

サールを起点として、現象学に解釈学をとりれたハイデッガー、その弟子のガダマー、フ

ランス現象学のメルロポンティ、その他実存主義や、構造主義、そして２０世紀後半のい

わゆるポストモダンの思想に至る、ヨーロッパ大陸で展開された哲学の諸潮流全体を指し

ます。共通する哲学観として、諸科学が方法的に限定された個別的な知識であるのに対し、

哲学はより根源的な知であるという考え方があります。 

 

 フッサールの試み：無前提の知 

現象学を創始するに際して、フッサールは哲学を諸科学と峻別しました。科学が、様々な

前提からなる知であるのに対し、いかなる知も前提としない無前提の知こそ、哲学が求め

る知であると考えました。この点、禅の考え方に近いものがあります。フッサールの場合、

意識の中であらゆる思い込みを排除した知に至ろうとしますが、禅は、心身全体による行

において、そこに至ろうとする点で異なっています。現象学を考えるに際し、フッサール

が「事象そのものへ」というモットーを掲げたのは、前提、思い込み、仮定を排して事象

そのものを表す知を求めるというフッサールの哲学観が背景にあります。現象学は、現象

をありのままに記述する知の方法です。従って、様々な現象学がありうることになります。

時間のあり方を記述する時間の現象学、空間のあり方を記述する空間の現象学、知覚の現

象学（これはメルロポンティがやりました）等、多様な現象学が可能になります。フッサ

ールの現象学では、人間がどのようにそれぞれの事象、つまり時間なら時間を経験するか

ということにまず目を向けます。経験を手がかりにしますが、それぞれの事象のあり方、
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その本質を明確にしていくことに努めます。時間の現象学で言えば、まず人間がどのよう

に「時間」というものを経験するのかを分析し、そこから時間という現象の本質を叙述す

ることを目指します。 

前期のフッサールは、人間が経験したことが意識の中にどのように表れるのかを研究し、

現象学を「意識の現象学」として追求しました。しかし、後期になって、人間が身体を持

ち、世界の中に生きており、人間の存在は既に世界に巻き込まれていることに気付き、

「生世界（Ｌｉｆｅ－ｗｏｒｌｄ）の現象学」に視点を転換しました。人間が身体をもっ

ているという点に注目して、さらに現象学を展開したのがメルロポンティーです。ちなみ

に哲学では、従来、人間の性差、つまり男性、女性という違いは問題になりませんでした。

メルロ・ポンティーは、人間を性差の無い人間一般として扱うことに疑義を投げかけ、男

性女性という性差の問題を取り上げた数少ない哲学者です。3 

いずれにせよ哲学とは、諸学の根底にある根源的な知であるという哲学観がそこにありま

す。フッサールの言葉でいえば、哲学は「諸学の学」（諸学の根源にある知）となります。

ポストモダンの思想家のように、普遍的な知識の存在を否定する相対主義、懐疑主義もあ

りますが、相対主義、懐疑主義は、普遍的な知識を否定しながら、自分のよって立つ立場、

つまり「相対主義を普遍的なものと主張する」というジレンマに巻き込まれます。相対主

義を基本的な知と見る点で、やはり大陸哲学の哲学観の延長線上にあるものと考えられま

す。 

 

 ハイデッガーの試み：解釈学的現象学 

フッサールが後継者として期待したハイデッガーは、フッサールの「前提のない知」、

「一切の思い込みや仮定のない知」に疑問を抱きました。ハイデッガーはこう考えました。

人間は、既にある種の知を備えており、それをもとに自分の存在の意味を「解釈する」と

いう形で存在している。その人間は、自分を取り巻く環境世界と不可分に繋がっていて、

世界から切り離された人間などというものは幻想に過ぎない。身の回りのもの、たとえば

かなづちは板や釘を指し示し、板や釘は家を指し示す。そして、家は人間を指し示す。こ

のように、存在の意味は目的関連の中で成立していて、環境全体は人間を指し示すという

形で、人間に世界の目的関連は収斂している。そして、人間は「死」という絶対的な時間

 
3 統一思想は陰陽の存在論の中核を男性と女性の二性においている点で、東洋哲学との関連性を持

っています。東洋哲学が、陰陽の原理を自然原理ととらえ、男女の性差を自然原理の一部と見てい

るのに対し、統一思想は、男性と女性が自然原理のモデルとなっていると見ています。統一思想は、

人間に際立った役割を見ています。この問題は後述します。 
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的限定の中で存在する。ハイデガーは、死、良心等の問題を取り上げ、人間の生きる意味、

その存在の意味を問い、『存在と時間』を奏しました。4 

ハイデッガーは、人間は既に自分の存在の意味を「解釈する」という形で存在している、

と考えました。物事を理解するには、先行的な知がなければならず、自分では気付かない

が、ある種の知、暗黙の知がある。そして、その知を手がかりに、言葉に表した明確な知、

意識的に理解できる知が得られる。哲学とは、こうした暗黙の知を顕在的な知にもたらす

行為に他なりません。隠れていたものが明るみにもたらされること、その事態を「真理」

（アレテーア；「隠れていないこと」という意味のギリシャ語）ととらえました。 

ハイデッガーは「解釈する」という形でしか「理解」はあり得ないと考えました。つまり

人間は、漠然としてはいますが、自分の存在の意味、周りの世界にあるものの意味を理解

している。そのあり方、存在の意味を漠然と解釈している。ハイデッガーが『存在と時

間』でやろうとしたことは、その理解、つまり解釈の仕組みを明らかにすることでした。 

しかし、すべての理解が解釈であるとすれば、そうした哲学の試み、ハイデッガーの試み

そのものが解釈ではないのかという問題があります。解釈を逃れた知は存在しないとすれ

ば、ハイデッガーの議論そのものが解釈ではないのかという問題です。ハイデッガーはそ

の「解釈学的循環」があることを認め、その解釈のあり方、仕組み、構造をたどり、明ら

かにすることが自分の思索の課題だと考えました。 

物事のあり方をゆがめないでどうやってそれを明るみに出すか、その方法としてハイデッ

ガーが用いたのが現象学です。ですから、ハイデッガーの哲学の方法は解釈学的現象学で

す。解釈学は、法の解釈、聖書の解釈という形で、長い歴史的伝統を持っています。それ

を哲学の中で本格的に思索したのはディルタイです。ハイデッガーは解釈学の伝統を踏ま

えて、それを現象学と接合し、フッサールとは異なった現象学を展開しました。解釈学の

面を、更に推し進めたのがハイデッガーの弟子のガダマーです。フッサールにしろ、ハイ

デッガーにしろ、ガダマーやメルロポンティにしろ、あるいはヤスパースやサルトルにし

ろ、哲学を「根源的な知」ととらえる点で共通しています。 

 

 
4時間と「存在の意味」の関わりを解明し、哲学史全体をそこからひも解いてゆくというハイデッ

ガーの当初の課題は達成されず、『存在と時間』は、未完の書として出版されました。そこでなさ

れたのは、ハイデッガーにとって、本来の構想の準備にあたる「予備的分析」でした。後に、ハイ

デッガーは、何度かこのテーマに取り組みましたが、最終的に放棄しました。ちなみに「時間」は、

哲学におけるもっとも難しいテーマのひとつです。 
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 いかなる意味で「根源の知」は根源的なのか？ 

ここで重要なのは、哲学が解明しようとしている根源的な知が、いかなる意味で根源的か

という点です。フッサールは、現象学を創案した時に、デカルトをモデルにしました。デ

カルトがどんなに疑っても疑いきれない自我の存在を出発点にしたように、フッサールも、

疑っても疑い得ない絶対確実な知は何かと問い、そこからすべての前提、思い込みを排除

した「事象そのものへ」迫る学として現象学を考えました。5 思い込みを排除し、あら

ゆる仮定、前提を排除したときに得られる知、それがフッサールのいう「根源の知」です。

この点、禅に似ています。そこには根源的な知とは、思惟の果て、思惟の向こう側に見え

てくるものという洞察があります。 

ハイデッガーは、「では、なぜ見えてくるのか？」と問います。人間が既に真理に開かれ

ていなければ、言い換えれば暗黙の知を備えていなければ、「そもそも知ることが、成り

立たないのではないか？」という問いです。 

この問題の根は深く、プラトンが既に提出しています。プラトンはこういう形で問いまし

た。「もし人間が真理を知っているならばなぜ真理を求めるのか？ もし、知らないのな

らば、なぜ人は自分が出会ったものが真理であると判断できるのか？ 真理の基準となる

知がなければ、出会ったものが真理か否か判断できないのではないか？」プラトンの解決

方法はこうです。「人間には、知が備わっている。しかし、その知は、意識にはのぼって

いない。一時的に忘れている。したがって、知るということは、想起である。」 

プラトンにとって、この知は、永遠の世界に通じる通路です。この知を通して、人間は、

永遠の世界に目が開かれます。人間のあらゆる試み、思索、営みを超えたものが人間の魂

には既に備わっている。永遠に通じる知が存在し、人間を越えたものが人間の中にある。

具体的にいえば、人間が善、真、美などの価値としてとらえていることの根拠となるもの

が在るという意味です。人間と世界のすべての現象は、こうした人間を超越したものの存

在によって支えられている。プラトンにおいては、「根源的な知」の根源性とは、こうし

た「超越」という意味です。ですからプラトンとは、「知識」を根源的な知に限定し、そ

れ以外の知を憶測や意見と呼び、両者を峻別しました。 

 

 暗黙の知について 

 
5 デカルトが疑っても疑っている自我の存在を出発点にしたことは知られています。アウグスチヌ

スは既にこうした思索を展開しおり、デカルトはアウグスチヌスの議論を踏襲したとみることがで

きます。フッサールは後に自分が初期に行った「デカルト的な出発」を放棄し、生活世界の現象学

を展開します。完結にいえば、前期の意識の現象学から後期の生活世界の現象学に転換しました。 
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人間には何か根源的な知といえるものが、すでに備わっているのでしょうか？ 東洋哲学

をみてみますと、こうした洞察が共通に見られます。禅において、人がすべてのはからい

を捨て、自我の企てを捨てた時、はじめて「悟り」に至るという教説を立てることが出来

たのは、人間には本来的にある根源的な知が備わっている、あるいは根源的な知への通路

が開かれているという洞察があったからです。 

無為自然という老子の教説にしても、人間があらゆる人為的な作為を廃したときに「道」

に帰り得るのは、人間が本来的に、根源知に開かれていてはじめて可能です。更に、その

根源的な知が、暗黙の知として意識からは隠されている、あるいは覆われているという洞

察がそこにあります。「自然」あるいは「道」という言葉で表されているのは、存在には

本来的なあり方があって、その知は、人間の存在に組み込まれている。しかし、それは日

常的には隠され、覆われている。「既にあるものに至る」ということなので、その知に至

るには、その知を「新たに獲得する」のではなく、むしろ人間が「もとに戻る」、「還

る」ことでそれが可能になります。禅にしても老荘にしても、こうした洞察が根底にあり

ます。ここにおける根源的な知とは、「自然」という言葉で表される物事の「本来のあり

方」への洞察です。 

東洋哲学では、そうした根源的な知に、意識だけで至ろうとするのではなく、あくまで実

践的な行為、心身の全てを用いた実践を通して至ろうとするところに特徴があります。統

一思想は、東洋哲学の実践性を備えていますが、この問題は後に論じます。 

既に述べましたように、西洋哲学の伝統では、人間が根源的な知に開かれているという思

想はギリシャ哲学以来のものです。既に述べたプラトンをはじめ、アウグスチヌス等の中

世のキリスト教哲学者達もそうですし、カントでも顕著です。ソクラテスが自分の哲学的

営為、人々との対話を、相手の中にひそんでいる真理を目覚めさせることであるといった

のは、人間の心に真理が潜んでいる、イデアの知が存在しているという洞察に基づいてい

ます。ソクラテスは、自分が対話の相手に何か「教える」のではなく、あくまで相手の心

を「目覚めさせる」に過ぎず、自分の行為を「産婆術」と呼びました。助産婦さんは、母

親に赤ちゃんを「授ける」のではなく、お腹にいる赤ちゃんが生まれるのを助けます。同

様に、教師たるソクラテスは、相手がすでにその魂にもっている知に気付き、目覚めるよ

う助けるに過ぎない、というわけです。 

こうした考えはアウグスチヌスにも見られます。『教師について』という著作には、本当

の教師はただ一人しかいない、それは各自の心に住む内なる真理、内なるキリストである

と述べています。外にいる教師は、真理を「教える」のではない。人は、心の内に既に存

在している内的真理に「目覚める」だけであり、その内的真理こそが真の教師である。外

にいる教師は、その目覚めの手助けをするに過ぎない、と論じます。この思想は、ソクラ

テスと同じです。 
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ここまでのまとめと今後の展望 

統一思想の哲学観は、「根源的な知」という大陸哲学の哲学観に近く、東洋哲学の哲学観

にも通じます。根源的な知の根源性とは、つまるところ人間と真理の関わりに他なりませ

ん。統一思想は、人間を個性真理体ととらえています。個性真理体とは、「真理が個別的

に、固有の形で現象化した存在」という意味です。統一思想はさらに、現象世界における

一つひとつの存在を「個性真理体」ととらえています。存在を「真理の現象化」ととらえ

るということは、一つひとつの存在を真理の現象化と見る「華厳の思想」に通じます。 

さらに統一思想の存在概念は、このように真理とのかかわりで存在をとらえるという観点

をもっています。そしてその存在概念は、統一思想のもうひとつの存在理解である「連

体」、つまり「相互関連性があらゆる存在の根本機構になっている」という観点と不可分

に結びついています。アリストテレス、ライプニッツ、ハイデッガーはいずれも「存在と

関係」の根本的なかかわりを論じました。統一思想の真理概念の解明は、「存在」、「関

係」、「真理」のかかわりの解明を余儀なくされます。 

根源的な知を論じるにあたり、どのようにしてその知を知りうるのかという問いがありま

す。プラトンやハイデッガーが、「暗黙の知」、既に備わっている知を論じるにあたり、

問題にしたのは人間の在り方です。人間が非本来的な在り方をしている限り、人は真理へ

の通路を閉ざされており、本来のあり方に還らない限り、真理は明らかにならないという

点です。東洋哲学においても、人間は本来の在り方に還らねばならないということは、常

に掲げられる課題です。 

プラトンにおいては、肉体の欲望との闘いという倫理的な形で提起されており、ハイデッ

ガーにおいては、死と良心の声を手がかりにして、本来の在り方を取り戻すという形で提

起されています。統一思想では、「復帰」という概念で表された、人間が本来の在り方を

取り戻すという洞察があります。 

統一思想では、真理を、「知る」という認識論的な意味でとらえるだけでなく、真理の実

体化、真理の顕現という存在論的な意味でもとらえています。イエスが「私は真理を持っ

ている」とは言わず、「私は真理である」と言ったのは、真理が何よりも、実体として顕

現したのが自分であるということです。そして、真理の顕現、実体化のためには実践が不

可欠です。ここに存在論と認識論、そして倫理学が同時に関わる、統一思想の真理観があ

ります。統一思想の真理観の解明は、統一思想の方法観の多面性、すなわち方法のもつ認

識論的、存在論的、そして倫理的実践性性格の解明に導かれます。 
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更に、統一思想の真理観の解明は、統一思想が「啓示」や「経験」をどう見るかという問

いにつながります。こうした諸課題の解明を踏まえて、諸学の成果を解釈する枠組みとし

ての統一思想の役割が論じられ、諸学の知と統一思想の知のかかわりが解明されることに

なります。 


