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学問に関する一考察 (上)

坂 本 博

第一章学問の原理 第二節知的好奇心

tr~-f前科学，哲学，学問 第三節知的好奇心と世俗的好奇心

第二節 rr司L、かけの四つの様式 第四節学Il~論の方法について

第三節科学と学問 第五自治 「知るJことの意味

第四節哲学と学r，:j 第六節理性について

第五節技術と学問 第七節秩序の観念

第二主主 学問の主体 第八節観念，イメージ，概念

第一f1i'i FJJ¥，、かけの動機 第九節真理について

第一章学問の原理

第一節科学，哲学，学問

学問とは一体何だろうか。我々は学問について何も知らな、いというわけで、時取しz、ある程

度まで，またなんらかの形で学問のことを知っている。

人は「学問j という言葉によって大学や研究所，あるいは論文や苓門審なEを患いう必Aべ

るだろう。これらは「学問」のイメージである。

さらに立ちいってその定義を求められるなら I認識J;主か「真理の探家JiゑJ:'と答える

人が多数であるにちがし、ない。しかし，科学もまた認識や真理の探まを志Lている邸宅ら，経

学と学問を同じものと考えてよし、かどうか，あるいは違つ、たものとみたすべきかE舎が主ド

う問題がもちあがる。

「学問Jとし、う言葉を英語に訳せば， learning になるら Lい。 F. ベ←:コ''/.の韓{イFめ~勺

に ITheAdvancement of LearningJとし、うのがあって， I学問の進歩J と訳されて~¥;、み6

日本国憲法の第二十三条には「学問の自由は， これを保証するJと記されているが，その英

文は IAccademic freedom is guaranteedJとなっている。 Accademyとはプラトンの学校

であった「アカデメイア」に由来する言葉で，これは学閉そのものではなく，学問をおζ な

う組織や機関を意味するから，私が今探している学問の訳語にはあたらない。 ドイツ語で怯

Wissenschaftが「学問」に相当すると思われる。そしてこれがラテン語の scient誌を宰L取

ったものであることは明らかである。なぜなら両者共に Iwissen， scio (知る)Jを語損とし

ているからである。そして scientiilは英語では scienceである。 I自然科学」のことを Vイ

ツ語では Naもl!lrwissenschaftという。

日本語にほ「学問j と「科学」というこつの言葉があうて，後者は江戸末期か 1また法関

治の初期に scienceの訳語として新たに造られたもので I西洋の学問」が当初vの，意味であ
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った。しかし今日ではそんな区別も消え失せて，なにか適当に使い分けられているように思

える。

他方， r西洋の学問」についても似たような経緯が見られる。いわゆる「近代科学」が確

立した後で、も， ヨーロッパの科学者は「科学j とし、う言葉よりも「哲学j とし、う言葉を愛用

した。ニュートンの主著のタイトルは「自然哲学の数学的諸原理j となっている。今日では

哲学は学問〈ここで私もこの言葉を適当に使っている。 r知的活動」と L、う程度の意味あい

である〕の片隅に押しやられてしまったが，それで、も昔日の栄光のおかげでなんとか面白だ

けは保っている。そして現代の哲学者たちは科を学どう評価すべきか，また科学に対して哲

学をいかに関係づけるべきかとし、う問題を回避しては哲学ができないことを心得ている。

こうした事情から学問について考察する場合，科学や哲学との関連を念頭に置く必要があ

る。ともあれ問いかけを続けることにしよう h一一「一体学問とは何だろうかJ。

第ニ節問いかけの四つの様式

「学問とは何かj と問いかけるとき，私は一体何をしているのだろうか。この間L、かけは

技術や芸術などのような創作活動ではない。ましてやスポーツでもゲームでもない。人々が

日々行っているさまざまな活動や行為のなかで r学問とは何かj と閉し、かけるこの行為が

「学問Jという名で呼ばれている知的な活動に含まれることは間違いない。 RIJち「学問とは

何か」と問いかける「学問論J自体が学問そのものにほかならず， r学問とは何かJと!?:乱、

かけることによって私は既に学問を始めていたので、ある。だから学問が何であるかを知るた

めには，今私がしていることを反省してみればよL、。もちろん，それだけで十分というわけ

にはし、かないだろうが，少なくとも何らかの手がかりは見つかるはずである。

さてこれまで、私は繰り返し「学問とは伺かJと間L、かけてきた。ここから学問とは「問い

かけることJであると言えるのではないだろうか。勿論，間L、かけることが学問の全てでは

ない。問いかけることは学問の始まりである。問L、かけがなければ学問は始まらない。そこ

で私は問いかけることを「学問の原理Jと呼ぶことにしよう。原理とは事象の始まるところ

であり，事象の根源をなすものである。英語の principleはラテン語の principiumに出来

し，そしてこれは principio(始まる〉という動詞を語根としている。

さて学問の原理はIl札、かけであるが，問いかけにはいろいろな様式がある。例えば r何
であるかJとL、う様式があの，また「何故か」とし、う様式もある。さらに「し、かになすべき

かJ，r何をなすべきかJとしづ様式や「何のためにJとL、う様式もある。学問はこれらすべ

ての様式で問いかけるのか，それともある限られた様式で、閉し、かけるのか。私はこれまで

「学問とは何であおかJと問し、かけてきた。だから「何であるか」という様式は学問の問い

かけ幅広含めてさしっかえない。そしてこの様式にょう、て事象や事物の本質，あるいは本性が

探求されることになる。

「何故か」について検討しでみるなら，科学における問いかけは括どの場合この様式を踏

まえている(勿論， rそれは何かといラ」問いかけも疎かにはされていないのだが〉。科学者

は様ざまな事物や現象について「何故そのものはそういう形で存在するのだろうかJ，ある

いは「何故そのもの出そんな形で生成したり，運動したうするのだろうかjと関し、かける。

すなわち，このよう t;a業式め閥、、かけにぶって求められているのは事物や事象の理治，原因，
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あるいは根拠民ほかならない。そしてこの種の問L、かけを学問から排除せねばならない理由

は見当たらない。むしろ学問論という名のもとで今私がこうして「何故」という間b、かけを

学問に対しても認めてよいかどうか，その理由を探しているというこのことから，それを学

問に対しでも認めてよいという結論が引きだせるのではあるまいか。だからこの点に関して

も科学と学問とは区別できない。

「し、かになすべきか」や「何をなすべきかJという問いかけから始まるのは技術である。

ただし， ここでしづ技術の意味は出来るかぎり広く取っていただきたい。例えば，もし「魂

を救済するためには何をなすべきか」という間し、かけに宗教が適切な答えを与えることがで

きるなら，その線りにおいて宗教は技術とみなすことができる。また[""人生いかに生きる

べきか」という問し、かけに倫理が適切な解答を示すことができるたEら，倫理も技術に含まれ

る。あるいは芸術が美を表現したり，それを創作したりするためには，何を為すべきかを求

める限り，これも技術である。ただし，宗教学や倫理学や美学などは宗教，倫理，美などの

本質や存在理由について向し、かけるのがその使命だから，これらは学問で、ある。テクノロジ

ー(科学技術);政治，経揖，法律，そして医術が技術のカテゴリーに含まれることは言き

までもない。そしてこれらを研究対象とする学問もまた政治学，法律学たどと Lて成主Lて

いる。

以上の理由から第三の間し、かけの様式は学問から切り離すことが許される℃、あるラ。もただ，

学問や科学で用いられる方法や手法についてはζれをどう解釈すればよいのか。学問や科学

は単に問題を提起するだけではなしこれを解かなけねばならない。その主き挙者等科学者

は問題を解くためにぬれ、かになすべきかJ，また「何をなすべきか」と間九、かける。、 ζの

ような方法や手法を技術と言うべきかどうか，今のところ私にとっては接された問題であ

る。

さて，存在する事物の目的を尋ねる「伺のために」とし、う第四の悶いの様式縫ういて時E

うであろうか。かつて古代ギリシャや中位のヨーロッパにおいてはプ日系ドテ iVJ長め自然、学

にしたがって自然現象の目的を探求する科学が主流をなじていた。しかし遜依民芸0'*とがザ

レオやデカルトなどがこれを廃棄して，現象の機械的原因だけを探求する新lシい斜学‘の基礎

を置くことに成功:した。現代の科学も基本的にはこのような機械苦命的自然観を継承しもe

「何のためにJという問いかけを排除している。

では科学に倣って学問もまたこの程の問いかけを退けるべきかどうが。ととろが，多《もの

哲学者は目的の探求を放棄しているという点について科学に対しては批判的である。哲学者

kこよる科学批判ほ専らこの点に向けられていると言っても過言ではあるまい。「何のためv:.J

という閉し、かけを排除して学聞が十全な形で成り立っかどうか，これが問題で、ある。科学と

学問を同ーのものと考えてしまえば，確かに問題は立ち消えになるだろう。 Lかし今のとこ

るそこがは勺きりしないのである。この問題について科学と学問との関係がはっきりするま

で待つ必要があるだろうか。否。次のように考えればよい。[""何のためにj と問b、かけると

き，既に目的が存在していると前提しているのであれば，それは独断以外の何もので、も沿

い。逆に「何のために」とい:う閉し、かけを排除するとき， 目的なぞ存在ずるはずがない左頭

から決めてかかるのであれば，これもまた独断で‘ある。独断は学問には禁物である。何故な

らそれは問し、かげることを怠っていi5か，あるいは押し演していえ5からである。そご""('，或

学rmに関する一考察 (上〉 3 

あるいは根拠民ほかならない。そしてこの種の問L、かけを学問から排除せねばならない理由

は見当たらない。むしろ学問論という名のもとで今私がこうして「何故」という間b、かけを

学問に対しても認めてよいかどうか，その理由を探しているというこのことから，それを学

問に対しでも認めてよいという結論が引きだせるのではあるまいか。だからこの点に関して

も科学と学問とは区別できない。

「し、かになすべきか」や「何をなすべきかJという問いかけから始まるのは技術である。

ただし， ここでしづ技術の意味は出来るかぎり広く取っていただきたい。例えば，もし「魂

を救済するためには何をなすべきか」という間し、かけに宗教が適切な答えを与えることがで

きるなら，その線りにおいて宗教は技術とみなすことができる。また[""人生いかに生きる

べきか」という問し、かけに倫理が適切な解答を示すことができるたEら，倫理も技術に含まれ

る。あるいは芸術が美を表現したり，それを創作したりするためには，何を為すべきかを求

める限り，これも技術である。ただし，宗教学や倫理学や美学などは宗教，倫理，美などの

本質や存在理由について向し、かけるのがその使命だから，これらは学問で、ある。テクノロジ

ー(科学技術);政治，経揖，法律，そして医術が技術のカテゴリーに含まれることは言き

までもない。そしてこれらを研究対象とする学問もまた政治学，法律学たどと Lて成主Lて

いる。

以上の理由から第三の間し、かけの様式は学問から切り離すことが許される℃、あるラ。もただ，

学問や科学で用いられる方法や手法についてはζれをどう解釈すればよいのか。学問や科学

は単に問題を提起するだけではなしこれを解かなけねばならない。その主き挙者等科学者

は問題を解くためにぬれ、かになすべきかJ，また「何をなすべきか」と間九、かける。、 ζの

ような方法や手法を技術と言うべきかどうか，今のところ私にとっては接された問題であ

る。

さて，存在する事物の目的を尋ねる「伺のために」とし、う第四の悶いの様式縫ういて時E

うであろうか。かつて古代ギリシャや中位のヨーロッパにおいてはプ日系ドテ iVJ長め自然、学

にしたがって自然現象の目的を探求する科学が主流をなじていた。しかし遜依民芸0'*とがザ

レオやデカルトなどがこれを廃棄して，現象の機械的原因だけを探求する新lシい斜学‘の基礎

を置くことに成功:した。現代の科学も基本的にはこのような機械苦命的自然観を継承しもe

「何のためにJという問いかけを排除している。

では科学に倣って学問もまたこの程の問いかけを退けるべきかどうが。ととろが，多《もの

哲学者は目的の探求を放棄しているという点について科学に対しては批判的である。哲学者

kこよる科学批判ほ専らこの点に向けられていると言っても過言ではあるまい。「何のためv:.J

という閉し、かけを排除して学聞が十全な形で成り立っかどうか，これが問題で、ある。科学と

学問を同ーのものと考えてしまえば，確かに問題は立ち消えになるだろう。 Lかし今のとこ

るそこがは勺きりしないのである。この問題について科学と学問との関係がはっきりするま

で待つ必要があるだろうか。否。次のように考えればよい。[""何のためにj と問b、かけると

き，既に目的が存在していると前提しているのであれば，それは独断以外の何もので、も沿

い。逆に「何のために」とい:う閉し、かけを排除するとき， 目的なぞ存在ずるはずがない左頭

から決めてかかるのであれば，これもまた独断で‘ある。独断は学問には禁物である。何故な

らそれは問し、かげることを怠っていi5か，あるいは押し演していえ5からである。そご""('，或

学rmに関する一考察 (上〉 3 

あるいは根拠民ほかならない。そしてこの種の問L、かけを学問から排除せねばならない理由

は見当たらない。むしろ学問論という名のもとで今私がこうして「何故」という間b、かけを

学問に対しても認めてよいかどうか，その理由を探しているというこのことから，それを学

問に対しでも認めてよいという結論が引きだせるのではあるまいか。だからこの点に関して

も科学と学問とは区別できない。

「し、かになすべきか」や「何をなすべきかJという問いかけから始まるのは技術である。

ただし， ここでしづ技術の意味は出来るかぎり広く取っていただきたい。例えば，もし「魂

を救済するためには何をなすべきか」という間し、かけに宗教が適切な答えを与えることがで

きるなら，その線りにおいて宗教は技術とみなすことができる。また[""人生いかに生きる

べきか」という問し、かけに倫理が適切な解答を示すことができるたEら，倫理も技術に含まれ

る。あるいは芸術が美を表現したり，それを創作したりするためには，何を為すべきかを求

める限り，これも技術である。ただし，宗教学や倫理学や美学などは宗教，倫理，美などの

本質や存在理由について向し、かけるのがその使命だから，これらは学問で、ある。テクノロジ

ー(科学技術);政治，経揖，法律，そして医術が技術のカテゴリーに含まれることは言き

までもない。そしてこれらを研究対象とする学問もまた政治学，法律学たどと Lて成主Lて

いる。

以上の理由から第三の間し、かけの様式は学問から切り離すことが許される℃、あるラ。もただ，

学問や科学で用いられる方法や手法についてはζれをどう解釈すればよいのか。学問や科学

は単に問題を提起するだけではなしこれを解かなけねばならない。その主き挙者等科学者

は問題を解くためにぬれ、かになすべきかJ，また「何をなすべきか」と間九、かける。、 ζの

ような方法や手法を技術と言うべきかどうか，今のところ私にとっては接された問題であ

る。

さて，存在する事物の目的を尋ねる「伺のために」とし、う第四の悶いの様式縫ういて時E

うであろうか。かつて古代ギリシャや中位のヨーロッパにおいてはプ日系ドテ iVJ長め自然、学

にしたがって自然現象の目的を探求する科学が主流をなじていた。しかし遜依民芸0'*とがザ

レオやデカルトなどがこれを廃棄して，現象の機械的原因だけを探求する新lシい斜学‘の基礎

を置くことに成功:した。現代の科学も基本的にはこのような機械苦命的自然観を継承しもe

「何のためにJという問いかけを排除している。

では科学に倣って学問もまたこの程の問いかけを退けるべきかどうが。ととろが，多《もの

哲学者は目的の探求を放棄しているという点について科学に対しては批判的である。哲学者

kこよる科学批判ほ専らこの点に向けられていると言っても過言ではあるまい。「何のためv:.J

という閉し、かけを排除して学聞が十全な形で成り立っかどうか，これが問題で、ある。科学と

学問を同ーのものと考えてしまえば，確かに問題は立ち消えになるだろう。 Lかし今のとこ

るそこがは勺きりしないのである。この問題について科学と学問との関係がはっきりするま

で待つ必要があるだろうか。否。次のように考えればよい。[""何のためにj と問b、かけると

き，既に目的が存在していると前提しているのであれば，それは独断以外の何もので、も沿

い。逆に「何のために」とい:う閉し、かけを排除するとき， 目的なぞ存在ずるはずがない左頭

から決めてかかるのであれば，これもまた独断で‘ある。独断は学問には禁物である。何故な

らそれは問し、かげることを怠っていi5か，あるいは押し演していえ5からである。そご""('，或



品

ることについて「何のために」と間L、かける前に，そのものに目的があるかどうιかと伺し、か

けるべきである。この間L、かけは「何であるか」という間し、かけに還元できる。従って，第

四の様式の問いかけは他と並立するものではなく，第一の様式に含まれるべきものである。

第三節科学と学問

科学も学問も「それは何であるかJ，rそれは何故であるかj と間し、かけることによって事

物や事象の本性や根拠，理由などを探求するという点で、は同じ知的活動である。しかしなが

ら，それでも両者の違いを伺わせるに足る点が一つだけ指摘で、きる。

科学はふつう自然科学，社会科学，そして人文科学の三分野に大別される。これらのうち

科学のイメージを担っているのが自然科学である。そこから社会科学を通り，人文科学へ足

を踏み入れると，何かしら科学のイメージも薄れて，ほかに言いようもないから，まあ「学

問」と呼んでおこうという研究が増えてくる。人文科学の中では言語学，心理学，歴史学な

どは一応科学らしいが，文学(小説や詩ではなく，それらを研究対象とする評論〉や哲学に

なると，これらを科学と呼ぶことができるかどうか，はなはだ疑問である。そして哲学者も

文学者も自分たちの研究が科学と呼ばれることを好まないようである。それは今日最も激烈

な科学批判がそこから繰り出されていることを見れば十分納得がし、くであろう。

しかしながら哲学者も文学者も自分たちの仕事が学問とn子ばれることは大いに歓迎するに

ちがし、ない。彼らを最も傷つけるのはその研究が単にひとつの意見，主観，感想として取り

扱われることである。そして彼が哲学者であるなら，哲学の歴史が科学よりも7f品、こと，ま

た科学の産みの親が哲学で‘あることを力説して，学問としての哲学の正統性を主張するであ

ろう。

ともあれ， これまでの考察で科学が学問であることはもう疑えないし，他方学問は必ずし

も科学と重なり合うわけで、はなさそうだから，一度両者の関係が自に見えるようた図を描い

てみよう。右を御覧いただきたい。

いささか古めかしい論理学の術語を使ってみるなら，学問を

「類」とする場合，科学は「種」である。従って，学問から科学

を作るには「種差J，つまり「限定するファクター」が働かなけれ

ばならない。一体それは何に相当するだろうか。

因果性の追及や数量化など科学を内面的に特徴づけているもの

はさで置き，外面的にそれを特徴づけているものに目を向けるな 〈図1)

らそれは専門への細分化で、ある。例えば，自然科学は物理学，化学，生物学などに分かれ，

次にこれらが更に:分割され，そしてその各々がまた細分化されるというふうに進行するらし
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い。その詳細は私には掴めないし，またそれを掴んでいる人

なぞ殆ど居ないのではなし、か。それはともかくとして，科学

の歴史は専門細分化の歴史であり，そして科学の進歩は研究

対象のこうした細分化院ょっで可能lになったという見方も成

り立つ。そこで，私は学問を限定して科学を作り出したファ

ククムは専門化であると解釈す:;sぴ

以上の考察をまた白で見えるように右のような図を描いて
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学問に関する一考察 (上〉 5 

みた。科学とは「専門にようてi設定された学問」であるから，間図の Bに相当する。 Aは

「専門なき学問J¥l:あるが，多分哲学がこれに相当するのではないかと忠われる。 Cは「学

問なき専門」と読める、が，これは単に構図上の虚構に過ぎないか，または何か実質的なもの，

あるし、は具体的な事柄を意味しているかどうか，今後の検討課題ではある。

第四節哲学と学問

哲学の起源について， ヨーロッパの哲学は古代ギリシャのタレスから始まったと見るのが

歴史家の定説である。彼は「万物のアルケー(始源，原理〉は何か」と間し、かけることによ

って哲学を始めた。彼が与えた答えは「水Jであったが，彼の弟子や後継者たちはこれを退

けて，代わりに「空気」や「火Jや「アトム」や，その他様々な原理を提唱した。とのよう

に，イオニヤを中心地とする古代ギリシャの自然哲学は多種，多様であったが， しかし問い

かけは唯一つ I万物の原理は何か」というタレス提起の根源的な問題であった。

それから今日に到るまで二千数百年の間，あらゆることについて根掠的な問いかけ?を提起

するというのが哲学の伝統であった。それは科学におし、ても向機である。例えば、，現代の物

理学者がレプトンやクオークなどの素粒子で自然、を構成し，重力を始め四つの)jを統一す7.5

理論を夢見るとき，彼らもまたタレスの問題と取り組んでいることは疑え稔わ。

既に確定したように，学問の始まり，つまり原理は問し、かけることであり，そLて今、哲学

の父タレスの場合からも明らかなとおり，哲学もまた根源的な問題提起から婚護る兵きもの

であるから，その限りにおいて両者を区別することはで、きなか。第一意で私掠 f挙期リ&い

う言葉に相当するものを英語やドイツ語から見つけようた試みたが，どうやらをの最も適切ι

な訳語は PHILOSOPHYらしい。この英語はギリシャ語に由来しこれが f知惑を憂L求

める」とし、う意味であるととは，少しだけ哲学を開きかじヮた者にもよく知られている。哲

学の語源を説明しなも、で，哲学講義の第一時限が終了する ζ となE先ずあ ιちえないt-f 第ー

ページにその説明が見当たらないような哲学の教科蓄など先ず考えられないからであ説。

ところが私が「学問を哲学と言い換えても差し支えないJ と言ラ左き，私、践Z二 ~， r哲学J

という言葉を上のような広い意味で使いたい。と言うのは今回ではそれは‘「形而上学Jや

「認識論jなど狭い意味で便;用されることが多いからである。 LかLそう(p芸者q ても， f:虫Eぎ
ではやはり広い意味で、使われることもある。その証拠は哲学事典である。どと湾、怯挙区形:部

上学や認識論の用語だけではなく，宗教学，倫理学，心理学，歴史学，また桂会学k政治学，

経済学，法律学，そして数学，物理学，化学，生物学などから基本的な用語が選ばれ，それ

らの意味が説明されている。

「形而上学」や「認識論Jのようeな狭い意味の哲学を私は「専門たき学問J冬Lで位置づ

けよう(第三章の図 2を参照Lていただきたし、〉。何故なら「形而上学」とほ全て存在する事

物の存在そのものについてこれを論考する学問であり，従って対象を細分佑すると主はこの

学の存立を否定するに等Lいからである。 I認識論」についても事情は同様で、ある。毛Lて

序に言及するなら，この学問論は諜米的院は認識論であって， I専門なき学問」良時がなら

ない。何故ならこ ζで問題ーとな勺ているのは学問一般で、あり，けっして個々の専門7や鵜定の

研宛分野たどではなし、からで、ある。
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哲学」として受け取っていただきたい。哲学を rrr弘、かけとしての哲学Jと「答えとしての

哲学」に分けることは余りポピュラーではなさそうである。 Lかし，先ほど少しだけ耳元今扱

った古代ギリシャの自然、哲学の歴史を顧みるなら，との区別の必要性は理解していただける

と思う。繰り返すが，この歴史を形成したファクターは「万物のアルケ}は何かJというタ

レスの根源的な問いかけであった。そして彼自身を始め，アナクシマンドロス，アナクシメ

ネス，へラグレイトス， レウキッポス，デモクジトス，あるいはピュタゴラス，パルメとデ

スなどが各々異なった答えを提出した。だが，それらのどれも間違いであった。

これに関連Lて私はアーサー・ケストラーがヨハネス・ケプラーに対して次のように評価

したことを思い出す， r彼自身が与えた解答の幾っかが間違っていたことなどは問題ではな

い。英雄時代のイオニヤの哲学者の場合と同じように，ルネッサンス時代の哲学者たちも恐

らく，彼らが用意した解答よりも，提起した間いの革命的性質の故に非凡なのである」 くョ

ハネス・ケプラヘ河出書房新社， 1971年， 73頁〉。確かに，答えが間違っているからといっ

て，問いかけの意義まで否定するなら，それは{谷に言うとおり. rたらいの水といっしょに

赤ん坊まで流してしまう」ようなものである。

こうして幸か不幸か， r問L、かけとしての哲学jは永遠であるが，絶えず入れ代わり，互

いに対立し，論争に明け暮れる「答えとしての哲学」はそうはし、かないのである。

第五節技術と学問

第三節が終わるところで私は「学関なき専門」とし、う奇妙な問題に出会った。一体これは

どのように解釈できるだろうか。専門においても問L、かけは不可欠である。何も問し、かけず，

何も問題がないというようた専門なぞ凡そ考えられない。だからこれは図式上の虚構として

無視することもできょう。しかし私は「学問なき専門」とL、う表現からふと「専門知i分化の

弊害」と言われている問題を連想Lたので、ある。ひょっとしたらこれはあながちナンセンス

な虚構ではないかも知れない。

かつて湯川秀樹は専門細分化の弊害として以下の三点を指摘したことがある0

0 視野が狭くなり，考え方が囲定してしまう。

2) 新しい分野を開拓する意欲が少なくなる。特に既存の専門分野のいくつかにまたがる

新分野の研究が困難になる。

3) 細分化の反面において新Lい総合が行われるべき筈で、あったにもかかわらず，それが

願調に進またい〈現代科学と人間，岩波. 1961年， 290頁〉。

そして彼はまた次のようにも述ぺた。

「科学は元来→つのものである。専門刊の細分化が庄倒的のように見えても，その底流には

技分かれした先端のいくつ方、をふたたび一緒にまとめぷうとする力，再統合Lょうとする動

きがつねに存在Lた」ι 〈同審， 279頁〉。

彼がここで言ーう「この動き」とは科学革命を指しているよ主に私には思える。 そしてヂヌ

トラーによるなら，その原動力は全4オリジナルな問題提起訟ので、ある。主たよの引用にお

いて湯J'lI秀樹が言ラ「ζ の力」とは彼にとョて「ギリシャ精神iを意味していたので、はない

だろうか。と言うのは，彼が他のところで「ギリシャ精神の影響のたいところ、に科学の発達

はなかったJとドうてシ ιレーずィ γガーの言葉を引燭Lているかちをある【前掲饗， 98頁〉。
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スなどが各々異なった答えを提出した。だが，それらのどれも間違いであった。

これに関連Lて私はアーサー・ケストラーがヨハネス・ケプラーに対して次のように評価

したことを思い出す， r彼自身が与えた解答の幾っかが間違っていたことなどは問題ではな

い。英雄時代のイオニヤの哲学者の場合と同じように，ルネッサンス時代の哲学者たちも恐

らく，彼らが用意した解答よりも，提起した間いの革命的性質の故に非凡なのである」 くョ

ハネス・ケプラヘ河出書房新社， 1971年， 73頁〉。確かに，答えが間違っているからといっ

て，問いかけの意義まで否定するなら，それは{谷に言うとおり. rたらいの水といっしょに

赤ん坊まで流してしまう」ようなものである。

こうして幸か不幸か， r問L、かけとしての哲学jは永遠であるが，絶えず入れ代わり，互

いに対立し，論争に明け暮れる「答えとしての哲学」はそうはし、かないのである。

第五節技術と学問

第三節が終わるところで私は「学関なき専門」とし、う奇妙な問題に出会った。一体これは

どのように解釈できるだろうか。専門においても問L、かけは不可欠である。何も問し、かけず，

何も問題がないというようた専門なぞ凡そ考えられない。だからこれは図式上の虚構として

無視することもできょう。しかし私は「学問なき専門」とL、う表現からふと「専門知i分化の

弊害」と言われている問題を連想Lたので、ある。ひょっとしたらこれはあながちナンセンス

な虚構ではないかも知れない。

かつて湯川秀樹は専門細分化の弊害として以下の三点を指摘したことがある0

0 視野が狭くなり，考え方が囲定してしまう。

2) 新しい分野を開拓する意欲が少なくなる。特に既存の専門分野のいくつかにまたがる

新分野の研究が困難になる。

3) 細分化の反面において新Lい総合が行われるべき筈で、あったにもかかわらず，それが

願調に進またい〈現代科学と人間，岩波. 1961年， 290頁〉。

そして彼はまた次のようにも述ぺた。

「科学は元来→つのものである。専門刊の細分化が庄倒的のように見えても，その底流には

技分かれした先端のいくつ方、をふたたび一緒にまとめぷうとする力，再統合Lょうとする動

きがつねに存在Lた」ι 〈同審， 279頁〉。

彼がここで言ーう「この動き」とは科学革命を指しているよ主に私には思える。 そしてヂヌ

トラーによるなら，その原動力は全4オリジナルな問題提起訟ので、ある。主たよの引用にお

いて湯J'lI秀樹が言ラ「ζ の力」とは彼にとョて「ギリシャ精神iを意味していたので、はない

だろうか。と言うのは，彼が他のところで「ギリシャ精神の影響のたいところ、に科学の発達

はなかったJとドうてシ ιレーずィ γガーの言葉を引燭Lているかちをある【前掲饗， 98頁〉。
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学1':自に関する一考察 (上〉 7 

そして私には根源的な問題を提起すること以外にギリシャ精神なるものは考えられない。

そζで、，たとえ専門において様々な問題が問いかけられているとしても，もしそれらが根

源的な問題設定から切り離きれてしまい，いわば小さいなりに独立した(あるいは孤立し

た〉問題とじて解答が探し求められる場合に，いわゆる専門知!分化の弊害が立ち現れて来る

のかも知れない。とはいっても，私としてはこの「弊害」という言い方に何かしらこだわり

を禁じえたい。それはこれまでャ体どのような害をもたらして来たのだろう。

既に確定したように，科学とは専門によって限定された学問である。そして科学の歴史は

専門細分化の歴史にほかならない。だから研究対象の細分化それ自体は必然である。対象を

細分化し，問題を限定すれば，それだけ答えは見つけやすくなる。デカルトも「方法序説J

において問題を細分することを勧めている(第二部の第二規則〉。科学に対して批判的な哲

学者であれば，このような細分化それ自体を弊害として断罪するであろうが，今はその種の

論争は避けることにして，科学を容認する限り，専門知i分化それ自体には弊害なるものは見

出せない。

細分化とは大きいものを分割すると L、う意味だから，細分化された専門をさか上ヲて符吟

ば，やがては根源に在るべき大きな問題に立ち戻るであるう。ここに学問がありv そしてこ

こに問いかけとして哲学が見出される。学問なき専門においては細分化された問題ι根額的

な問題との間にコンタクトが取れていないのである。ョ γ タクトが取れない理商がこニ勺ほE

考えられる。

一つは専門家の意識に係わるもので，要するに彼がそのよヲなコンダクトをオをめなレだけら

の話である。そしてそれを求めないからといって，彼の専門的な業績が虚偽であおとトうお

けではない。それは真理に関する科学的な基準に従って然石ベく評価が下され右宅、ある弘、

時にはノーベル賞にだって値するにちがし、ない。ただし学問なき専門家が自分の新究ゆ意

義を人から尋ねられたり，あるいは自らも向し、かlずたりするときには困るめで憾ないか1差

思われる。だが，これも俗に言う老婆心である。それ怯ともかぐ左して}ζ めようιた:専E門家

が多数居たところで，そ ζ からEんた弊害が生じ渇のだろうか。名声や名誉のためゐ先博争

いなどが考えられるが，それさえも弊害というよりも，むしろ研究め2促i進剤と iして有効民機

能して来ためではないか。もっとも，すべての科学者がそんな有様なち，科学院とヲ之は諜

いようがないけれど， しかし少数宅、あれ，学問と哲学に立脚して研究と取‘り組む桝学審はい

つの時代にも存在しているものである。

さて，先に指摘したコンタクトが取れない第二の理由としては事柄の本質に係おるものが

ある。つまり，この程の専門において問L、かけられている問題はその本性上科学や学問とは

関係がなし、か，あるいは少なくとも直接の闘係がないものである。例えば，ウラン 235やプ

ルトニウムを何キログラムの塊にLたら，核爆発を引き起こすかという!習し、かけに答え右知

識は科学でも学問でもない。 1940年代の前半，多くの科学者がマンハッタン計画区参加し

て，原子爆弾を完成させたことがあったが，被らはシカゴやオークリッジやロス・アラモス

でやったことを決して科学や学問右、あ:ったたど、と考えはしなかった。あれほど巨額の費用と

資材と人員をかき集めながら，このプロジェクトからは何一つ科学的に価値ある発晃はなさ

れなかったという。

ζ こで私は「真なる知識は必ずしも科学的で、はなし、」とレう点，並びに「科学ずさy.ずが因果
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性を追及し，事象を数量化しているわけではないJという点を見過rごすわけ?とはいかない。

もし真なる知識を全て科学的，あるいは学問的とみなすなら，科学や学問はもはや技術と区

別できない。そして実際のところ多くの人々は科学と技術之を区別しないし.また区別でき

ない。だから科学技術は科学とみなされる。アメリカにおける軍事技術の中心であるローレ

ンス・リパモア研究所の連中までが，閤果性を追及し，事象の精療な数量化をやって，真な

る知識を獲得しているからという理由で，自分たちを科学者だと思い込んでいる始末であ

る。そして他方では，科学批判と称しながら，突は技術批判しかやっていないとし寸評論家

も少なくはなし、。どのような評論家の影響をこうむったのかはっきりしないが，学生たちに

「科学論」のレポートを書かせると，その傾向が顕著に現れて来る。

既に確立したとおり，問いかけの様式において学問や科学は技術から区別されるべきであ

る。たしかに，技術も目的を実現するためには真なる知識を必要とするから，それを科学か

ら借りる場合もあるし，また自らの手で探究する場合もある。そして核嬢発に関する知識の

ように，技術が自分の手で獲得した知識のうち，恐らくその大部分は科学とは無関係な知識

であるように私には思える。

科学の専門細分化に関しては，それぞれの専門が学問とのコンタクトを失わないでいる眼

り〈あるいはそのようなコンタクトを常に意識している研究者が一人でも居る限り)，弊警

と言われているものも取り立てて問題にするほどのものではない。ところが技術に関しては

事は重大である。核兵器を始めとする軍事技術において顕著に見られるように，言い知れな

い実害をもたらす悪い技術が厳然として存在している。何故こんな技術が存在するのだろう

か。科学批判の名のもとで行われている技術批判は名前だけ変えたら技術批判として立派に

通用するとし、う具合には行かないらしい。と言うのも科学技術を批判する評論家たちは多く

の場合「科学を全面的に否定してしまえば，それと共に悪い技術も無くなるだろうJという

程度の，浅薄な見方に止まっているからである。しかし今日のような科学が確立する以前にお

いても深刻な技術問題が存在し，同時に痛烈な技術批判が行われていたのではないか。

科学と同じよラに技術もまた細分化の傾向を示している。そして，各々は互いに弧立し

て，その或るものは善であるが，他のものは悪であるという具合に.てんでバラバラになっ

ているか，あるいは同じ技術がこちらにとっては養であるが，相手にとっては惑である〈ま

たはその逆〉左しづ具合に，対立している。科学と同じように技術にも何か学関に対応する

ような原理が在るべきではないだろうか。今それを仮に「技術思想j と名づけておこれし

かしその内容は不明である。一体それはどのようなものであろうか。ここで少なくとも判明

したことは私が今「それは何かJと問し、かけているという点である。技術そのものは学問で

はないが，しかし学問の対象であり，また関心事である。学問は存在する全てのものについ

て間し、かける。学問にとって問L、かけの対象民は制限もタブーもない。言い換えるなら，学

問は自:由で‘ある。

第二章学問の主体

第一節問いかけの動機

既に明らかになったように，学問とは間b、かけるこ」こである。をは「問、、かける」とレう
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学問に関する一考察 (上〉 9 

動詞の主語は何だろうか。言レ換えるなら，学問の主体は何だろうか。この章で、は学問の主

体に関する様々な問題と取り組むことにしよう。

我々人間は毎日朝起きて夜寝るまで様々な問題に直面する。それらとまともに取り組んだ

り，あるいは適当にごまかしたりしながら，なんとか一日を過どしてかる。私自身について

言うなら，一日の生活を顧みるとき，私が直面している問題の殆ど全てがれ、かになすべき

かJ，r何を為すべきか」という形の技術問題によって占めちれているこ主に気がつく。気が

進まない事に対しては「何のためにこんな事をしなければならないのだろうかJ'と問いかけ

るが，その目的をじっくりと考えることよりも， r何はともあれやらないわけにはし、かない

からJと患って， 円、かになすべきかj という問いかけの方に頭が向いてしまう。ま Lてや

「それは何であるかJ，r何故そうなるのか」と問し、かけるのは極めて稀なことである。詰ま

るところ，私の毎日は極めて非学問的なのである。これで‘は学者の端くれと Lて恥ずかしい

が，これはどのような事柄に対しても学問的にーーもしくは自由な精神をもって一一係わる

ことが意外にむずかしいという生の実例として受け取っていただけるなら幸いで‘ある。

学問の主体が人間であることは言うまでもないが，様々な人開示こちの潤i宏、一体Eん貫主種類

の人間が学問，もしくは「閉し、かけとしての哲学」を実践しているのだろうか。唱実は，ぞれ

は子供たちである。ガレス.I3・7 シューズは「子どもは小さな哲学者J左いうι本〈思索雄，

1983年〉の中でその具体例を沢山紹介している。その中うから，

1) ある 8，ジョン・エドガー(四才〉は，はじめて飛行機にのった6 かれ時それきで、県，

飛行機が離陸し，上昇し，遠くに消えて行くのを，何度も見たことがあ勺た。飛行機が上昇

を終え，シートベルトのサインが消えたとき.ジョン・エドガーは安心1したみちな~，1 でもま

だ納得のし、かないような声で，父親にたずねた， rこんなに高〈の:ぼってもや本当rMt"物ほ小

さくならないんだねJ(国頁〉。

2) 夢中になってピンをしゃぶってb、たティム〈もうすぐ六才〉援投ずおた。Ifメベ、金

部が全部夢だってわけじゃないってことがどうしてぼ〈たちにはわかるJ 野行。きf;f造、の求z

親はいささかとまどって，わからなも、と答え，どう LてわたLたt訟にそれがわかる~考えた

のか， とティムにたずねた。ティムはしばらくピンをしゃぶって丸、たが，と雪替え?と4 日ぼ

くは全部が全部夢だっておけじゃないと思う。だって夢のi中じゃ，;ひとはー之ね」自主要だらうか

つてたずねて回ったりしないものぜ (4字頁〉。

マシューズはこのような問題が認識論や科学においてこれまでどのよラに議論されて来た

か，詳しく説明しているが，そんなことは何も知らない子供たちがどく由巳然i乙同じ開札、かけ

をするのはどうしてなのか。あるいは，哲学者や科学者はいつどこか，らそんな問題を見つけ

てきたのか。大人というものは専ら技術問題にかかずらっているから，余りそういゥナこ「子

供っぽし、」問いかけはしない。子供と同じ問題を熱心に議論している哲学者や科学者は子供

の心に近いと言えるだろう。少なくともアルパート・アイシシュタイ γはそんな大人で、あっ

た。彼はあるとき「ほかならぬ私が相対性理論を発見することになったのはなぜかオと考え

てみて，次のような答えを得たという， r正常な大人は時間や空間の問題について頭をなや

ましたりしません。彼にと勺て，それについて考えねばならなトことねすべて，子供心時分

に解決ずみだと患っているのです。それに反してわたLは発脊が濯し大人民なってからや

うと空間や時間について疑い始めま Lた。おかげで，わたしぬふつうの子供よりiずっ主深
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く!間均j越i益逝i単j点を追及すすアることになつたので

書， 1974年， 58頁〉。

事:物の本性や根拠について絶えず問いかける「子供の心Jとは好奇心のニとである。伝記

作者に向かつてアインシュタインは「わたしは特別な才能などもっていません。ただ，極端

に好奇心が強いだけですj と答えたという(問書 3頁〉。アインシュタインと同じく名声

や利益に対しては無関心で、無欲であったマリー・キュリーについて娘のイレーヌは母が人間

の行動の最も強い動機として好奇心と冒険心を指摘したことを述~，そして母に匹献する科

学者になったイレーヌ自身も f科学研究の仕事を真に特徴づけるものは，それが利害を離れ

た好奇心を満足させることを使命としているという事実だと思いますJと主張した(ウージ

ェニー・コットンーキュリ一家の人々，岩波， 1964年， 224頁〉。研究の動機を関かれると，

科学者は「知的好奇心JCf面白さ」もこれに含める〉か「人類の福祉」のどちらかで答える

にちがし、ない。私には後者を答えとする科学者は基本的には技術者だと思えるから，前者光

けを取り上げることにしよう。

学問の主体は入閣である。その中でも子供と科学者が学問の主体であると言えるが，しか

し肝心な点は彼らの中に在る好奇心であり，そしてこれが取り教えずは学問の主体という ζ

とになる。だが「好奇心」という名で呼ばれているものは一体何であるのか。その正体がも

っと明確にされない限り， f学問の主体はなにか」という問いかけに答えたことにはならな

い。一体好奇心とは何だろうか。

第二節知的好奇心

アリストテレスは「すべての人間は生まれっき知ることを欲する」と L、う命題を彼の「形

市上学Jの始めに置いた。これはどの人間にも知的好奇心が生得的に備わっているという主

張である6 ただしそれ以上のことを ζの哲学者から開き出すこ之はできない。現吠の心理

学者からはどうだろうかと思って調べてみたが，期待はずれであった。カナ夕、、のマックギル

大学で、心理学者たもが行った有名な実験は「感覚遮断実験JとLて広く知ちれている。その

やり方は次のよう寸?あゥた。

市価の二倍の報ー酬で学生アルバイターを募集する。彼を密室に閉じ込めて，外部とのコミ

ニュケーションを遮断する。その音1¥震にはベッド以外に伺もない。だから眠るか，歩き回る

か，あるb、特歌で、も口づさむか，とにかくたいしたことはできない。しカAも念の入ったこと

には自分の歌声が聞こえたいように耳には栓がはめ込まれ，自分で、自分の体に刺激を与える

ことがぺむきないように雨の手院はボクサーのグロープのようなものが巻かれている。初論三

度の食事は与えられる。部屋の温度は快適である。そLて居1c.'v、だけそこに滞在して， 局数

に応じたアノレメイド料が保証されているとし、う具合である。さて人間がそんな所で何回過ζ

せるか， これが心理学者の問題設定であった。ところで，殆どの被験者はせいぜ、い数民ιしか

この快適な部屋に止まることができなかったという。この間にいろんな実験がおι こなわれ

た。たとえば，株式市誕のラジオ放送を流す主か，または日頃!ポピュラーソジグを軽蔑Lて

いた者中こはそれを閣かせるなど。、どの被実験者も干天の慈雨のよう広そうレう f情報」を喜

んだそうであるく波多野誼余失，稲垣佳世子， r知的好奇.c.u 中公新番， 1~，73年， 22'--27頁〉。

以上のよ Dな実験から心理学者たもが引き出した結論怯「入間!は退屈を嫌耳、知的好奇ゾ
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をみたすべて常民情報を求めている存在なのである」ということであった(開審， 27頁〉。私

としてはこの実験とこの結論に対していささか疑問を禁じえない。第一に，私には人間が退

胞を嫌うというととと知的好奇心をもっているということは，部分的には関連があるけれど，

本質的には全4別のことであるように思える。従って， r退屈を嫌うJということからは

「知的好奇心は生得的，普通的である」と L、う結論を引き出すわけにはし、かないだろう。第

二に，人間が退屈に耐えられないということを実証するためにどうしてこんな実験を行う必

要があったのか，理解に苦しむ。と言うのは，これは科学の名の下でなされた拷聞にほかな

らなし、からであるo 実際，実験の間被実験者には精神障害が現れ，そのうち或る者にはしば

らくの間後遺症が見られたという (1奇書， 30頁〉。退屈が誰にとっても苦痛であることは実験

なぞしなくても我々のB々の体験から直ちに判明することである。そして第三に，は上の実

験をもってしても知的好奇心なるものの正体は一向に解明されてはいない。それどころか解

明の手がかりさえ見つけられてはいないのである。そこで私は自分の手でそれを摺みに行く

ことにしよう。

そう心に決めた後しばらくして私は或る新聞の読者の欄でたいへん興味深い投書を読んだ。

「授業参観日にはぜひお父さんもJとし、う表題をつ吋られたその全文を紹介Lたい。

r"， ;t小学校五年と三年の女児二人がいます。長女が三年のある時，授業参観毘l民男の

方が多数の女性にまじって，やさしいまなざしで参観しておられるのに気がつきま 1じた。た

った一人の男性参観者なので，どの子のお父さんなのか主，第一印象が{訟がJ勺ている子供

さんを見回しましたが，その場ではわかりませんでLた。とっさに，なぜおうたさんが来られ

たのかなと思い，もしかしたらお母さんがご病気なのかしら，いや急用が滋来たのかLら，

と勝手に想像していました。ところが担任の男の先生もやはり気になったとみ九て，、霊臼

「昨日のお父さんは誰のお父さん ?Jと捕かれ，そのおすさんは裳々と挙署されて「私、のお

父さんですJ。長女がうらやましそうBに報告しでくれました。それを開いた時，何みもか主

ない，ほのぼのとした気持ちになりました。その方の家族閣の暖かさが伝わ勺てきまiじた。

小学校は，両親日曜参観日が設けられています。父親参観尽でなくてもε 男性むかたは勇気

をもってお子さんの教室での姿を見てあげてほLいのですJ (朝日新聞， '1;981年忌月・lJ7弘、
朝刊〉。

投書した婦人には申しわけないが，これほど昆事tこ，また簡潔に好奇心の伺えるかを教え

てくれる資料は地のどこにも見当たらない。世俗的な好奇心之知的好奇必主の区1IJJはいずれ

良く考えることにして，今は両者の区別を無視し，いわば好奇心一般について考察してみよう。

上の投書を読むと，好奇心がどのような状況から引き出され，どのような経過をたどって，

どこで落ち着〈ものか， よく分かる。

第一に，投書した婦人の心から好奇心を誘い出したのは，一人の男がクラスの生徒の父親

であることは確かに分かっているが，どの子の父親であるかは判明しないという状混であ

るo しかも多数の女たちの向に一人の男が混じっているという状況によって，その男の不透

明さがほかの母親たちゃ先生にとっても大変気がかりな問題とL.て意識されたおけ宅、あ:50

ぞの男がクラスの偶に立っているのは何のためであるか，ぞの目的は誰にとっても問題には

ならたい。余。 lにも明白だからである。また一人の親が男で，他ほ全て女-cある左い会 ζ と

は「何とかしたければ困~J とか勺た技術問題にもなうえない。問題ほ要ずる?と F彼は何者
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としてはこの実験とこの結論に対していささか疑問を禁じえない。第一に，私には人間が退

胞を嫌うというととと知的好奇心をもっているということは，部分的には関連があるけれど，

本質的には全4別のことであるように思える。従って， r退屈を嫌うJということからは

「知的好奇心は生得的，普通的である」と L、う結論を引き出すわけにはし、かないだろう。第

二に，人間が退屈に耐えられないということを実証するためにどうしてこんな実験を行う必

要があったのか，理解に苦しむ。と言うのは，これは科学の名の下でなされた拷聞にほかな

らなし、からであるo 実際，実験の間被実験者には精神障害が現れ，そのうち或る者にはしば

らくの間後遺症が見られたという (1奇書， 30頁〉。退屈が誰にとっても苦痛であることは実験

なぞしなくても我々のB々の体験から直ちに判明することである。そして第三に，は上の実

験をもってしても知的好奇心なるものの正体は一向に解明されてはいない。それどころか解

明の手がかりさえ見つけられてはいないのである。そこで私は自分の手でそれを摺みに行く

ことにしよう。

そう心に決めた後しばらくして私は或る新聞の読者の欄でたいへん興味深い投書を読んだ。

「授業参観日にはぜひお父さんもJとし、う表題をつ吋られたその全文を紹介Lたい。

r"， ;t小学校五年と三年の女児二人がいます。長女が三年のある時，授業参観毘l民男の

方が多数の女性にまじって，やさしいまなざしで参観しておられるのに気がつきま 1じた。た

った一人の男性参観者なので，どの子のお父さんなのか主，第一印象が{訟がJ勺ている子供

さんを見回しましたが，その場ではわかりませんでLた。とっさに，なぜおうたさんが来られ

たのかなと思い，もしかしたらお母さんがご病気なのかしら，いや急用が滋来たのかLら，

と勝手に想像していました。ところが担任の男の先生もやはり気になったとみ九て，、霊臼

「昨日のお父さんは誰のお父さん ?Jと捕かれ，そのおすさんは裳々と挙署されて「私、のお

父さんですJ。長女がうらやましそうBに報告しでくれました。それを開いた時，何みもか主

ない，ほのぼのとした気持ちになりました。その方の家族閣の暖かさが伝わ勺てきまiじた。

小学校は，両親日曜参観日が設けられています。父親参観尽でなくてもε 男性むかたは勇気

をもってお子さんの教室での姿を見てあげてほLいのですJ (朝日新聞， '1;981年忌月・lJ7弘、
朝刊〉。

投書した婦人には申しわけないが，これほど昆事tこ，また簡潔に好奇心の伺えるかを教え

てくれる資料は地のどこにも見当たらない。世俗的な好奇心之知的好奇必主の区1IJJはいずれ

良く考えることにして，今は両者の区別を無視し，いわば好奇心一般について考察してみよう。

上の投書を読むと，好奇心がどのような状況から引き出され，どのような経過をたどって，

どこで落ち着〈ものか， よく分かる。

第一に，投書した婦人の心から好奇心を誘い出したのは，一人の男がクラスの生徒の父親

であることは確かに分かっているが，どの子の父親であるかは判明しないという状混であ

るo しかも多数の女たちの向に一人の男が混じっているという状況によって，その男の不透

明さがほかの母親たちゃ先生にとっても大変気がかりな問題とL.て意識されたおけ宅、あ:50

ぞの男がクラスの偶に立っているのは何のためであるか，ぞの目的は誰にとっても問題には

ならたい。余。 lにも明白だからである。また一人の親が男で，他ほ全て女-cある左い会 ζ と

は「何とかしたければ困~J とか勺た技術問題にもなうえない。問題ほ要ずる?と F彼は何者
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か」とL、う認識に係わっている。そして恐らくどの母親も，また先生もその不透明な父親の

ことが授業中気にかかり，落ち着かない気分ではなかったか之推測されるのである。勿論，

父親のほうも落ち着かなかったに違L、ないが，こちらは何ら認識とは関係がない。

J辰り返って見ると，我々がし、ろいろな機会に接触する現実には不透明なものが少なぞはな

い。本当のところ，全部が不透明であると言っても過言ではないが，実際上我々にとって気

になるほど不透明なものはそう多くはない。これら不透明なものは全面的に覆い隠されてい

るわけで、もなければ，他方隅から隅まで照らし出されて，どの輪郭も判明であるというわけ

でもない。それは光と閣の中聞に在る黄昏である。だから世俗的であれ，知的であれ，好奇

心は黄昏に飛び立つものらしい。

第二に，不透明で，正体の知れないものは我々を不安にする。だから好奇心とは，言い換

えるなら，不安感情にほかならない。

そして第三に，不安が想像力をかき立てる。投書の母親は見知らぬ男についていろいろ

と「勝手に想像していました」と書ーいているが，これは必然と言うべきである。想像力は

imaginationとして形なきものに形(image)を与え，あるいは既に与えられている形を変形

する能力である。だから我々が輪郭や形の不明瞭な，不透明なものた遭遇したとき，想像力

を呼び出すのは当然のことである。マリー・キュリーが夫のピエールについて「生まれつき

の好奇心と想像力の強さが，彼の興味を非常にさまざまな方向へ走らせた。驚くほどの柔軟

さで，研究題目をとりかえることができたJ(コットン，前掲書， 241頁〉と思想したとき，

彼女が好奇心と想像力をベアにしているのは私には大変興味深く思える。

さて第四に，我々が想像力によって形を与えたものが必ずしも現実と一致するわけで、はな

い。だから依然として不安は残る。そこで真偽を確認してみなければならない。ところが，

これがなかなか難しい。世俗的好奇心の場合，エチケットやその他もろもろの障害によって

確認が妨げられる。投書の婦人は例の男に向かつて「あなたはひょっとしたらあの子のお父

さんではありませんか」などと尋ねるわけにはし、かなかった。先生も同様であったが，こち

らの方には他に手段があった。生徒たちに開けばよかったので、ある。そLてそのことは早速

翌日行われた。娘を通じてそれを知った母親はこうして一安心することができたのである。

知的好奇心の場合も確認もしくは実証には様々な障害が生じるが，今は取り扱わない。

以上の考察から分かるように，投書は好奇心がどのような状況から誘レ出され，そしてそ

れが何で‘あり，どのような経緯をへて，どこに落ち着くべきか，的確に物語っている。そこ

で私はそこから「好奇心は一つの不安感情である」とし寸結論を引き出すこ主ができる。し

かしこれで、も未だ本当の結論に到達したとは言えない。何故たら不安については r私は不

安であるJという言い方ができる以上，それは何か述語的なものである。つまり，その主語

となりうるような実体ζそが知的好奇心のE体である。一体それは何宅、あるか，更に探究を

進めなければならない。

第三節知的好奇心J:世俗的好奇心

こζでしばらく立も止まり，知的好奇心と世俗的好奇心の違いにワいて考えてみようる勿

論両者の違いは決Lて本質的なものではない。前の節で、私は二つの好奇心安区別しなかで，

その本質を或る程度まで究明した。そしτその際どんたE不都合も毘出ぜなが令たοいや，そ
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れどころが私?と好奇心の本質をかなり深し、ところまで教えてくれたのは例の母親の世俗的な

好奇心にほかならない。また，欧米の入々は科学者の研究を動機づけているものを我々のよ

うに特別に「知的」好奇心とじて強調したりしないで，ただ好奇心とだけ言っているように

思える。先ほどアインシュタインとイレーヌ・ジョリオ=キュリーの言葉を引用したが，二

人とも「知的Jという限定詞を{吏つてはいなかった。それはともかくとして，ここでは二つ

の野奇心の違い一一ー「類j としてではなく「種」としての違い一一ーについて考えてみよう。

第ーに，知的好奇心は事実の確認を徹底的に遂行する。そのことによって日常生活で尊重

されているエチグッドやJ慣習などを破壊しかねないし，更に政治的権力とも衝突するなど問

L 、かける者の身を危険にさらすことさえ起こる。かつてフロイトは神経症の主要な原因が患

者の性生活の不全に在ると見て，そのことを確認しようとした。その結果彼は開業匿として

も研究者としても悪評と非難を免れることができなかった。あるいは，かつて天皇制に関心

を抱いて，これを究明しようとした歴史家は全く命がけであった。世俗的好奇心のほうはそ

こさで行かない。 Iあなたはどのお子さんのお父さんですかj という問し、かけでさえ差し控

えなければならない。それを差し控えても，日々の生活を営むうえで特に図るよラなζc時

起こらないが，知的好奇心の場合は，確認を差し控えるとy 学問が立ち行かなし、。

第二十ζ，知的好奇心が及ぶ範囲には限界がない。時間的にも空間的にもそれ怯際限なぐ拡

がってゆく。空間的には，それは素粒子のようなミグ F の枇界へ潜り込むかとおもえぽ，反

転して太陽系を越え，宇宙の果てを目指して飛び去る。時間的には，それは歴史時代を越

え，生命の発生を見ながら，宇宙が始まった瞬間を捕らえる。モLてまた反転しでは遥な宋

来へと旅立つ。これ応対して世俗的好奇心が及ぶ範囲は狭い。それは自分の周辺に醸られグ

特にその人間関係に向けられている。

第三に，知的好奇心はまた自分の周辺に対しても無関心ではない。む1L-ろ世俗的評脊心以

上に「今とここ」に強い関心を示す。冬が終わって，春がよみがえる。夏が趨;@';o左京秩、校三

なる。どうして季節は移りゆくのが。秩，それ出リンゴの突が赤く色づぐ季節であ器。そも

て収護が遅れたリンぎは落ちる。 EうLてリンゴは下の方に落ちるのか。主や織るに落もた

い理由は一体何であろうか。そういえぼ頭上に輝いているあの名月ほどラ Lて落ちτ業主主い

のだろうか。こういったことは世俗的好奇心の対象にはなりそうもない。まLてや F好一脊Jむ

とは一体何であるか」左いう問題などはその対象から最も離れた所?と在るものだる弘、

心理学者は私が「世俗的好奇心」と呼ぶものを「拡散的好奇心」と言う。そしてそれが隈

定された「特殊的好奇心」を知的好奇心とみなしている(波多野，稲垣，前掲警， 59貰〉。真

理はその逆ではあるまいか。元来人聞が備えている好奇心はなんら仮定されていない知的好

奇心ではないだろうか。そのことは子供ーたちの質問癖を思い出すなら，納持がいくはずであ

る。 I何故J，Iどうしてj とうるさく閉し、かける子供に悩まされなかった窺乏か大人が多数

時るとは思えない。逆に，その手の質問で、他人を悩ませるような大人は先ず見当たらたい。

だからさまざまな事情Kょうて好奇心は大人になるほど制限され，弱められると解釈するほ

うが正しい。そして普遍的な知的好奇心の言わば残り糟のようなものが世俗的な好奇心にほ

かならない。

生得的な普遍的好奇心が次第に限定され，弱められていく理由の一つは多分「あきらめJ

であるう o 子供の心からは沢.111の疑問が次々に湧き出て来るが， I話好では答えられないし，
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また周囲の大人にしても答えてやれない場合が沢山ある。尋ねられた大人自ム身が答えを知ら

ない;場合もあれば，そもそも誰一入として答えを知らない場合もある。 1十 1=2左いう命

題は誰にとっても馴染み深いものではあるが，さて「どうしてそうたおのj と子供に関かれ

たら，数学基礎論の専門家以外に誰が答えることができるだろう。同じようた問題はほかに

もいっぱい在る。そのうえ r人聞は何のために生きているのJと質問されたら，もう哲学

者でさえお手上げである。このように分からないこと，答えられなドととが余りにも多過ぎ

て， FJうし、かけても仕方がないというムードが子供の心の中で、拡がってしまう。

さて第二の理由は多分「慣町れjであろう。最初は不透明で、，何やら怪しげなものでも，し

ょっちゅうそれが自の前に現れ，繰り返し再現されると，不安感は弱められ，薄められる。

最後にはそれがあたりまえのこととして最早抵抗なしに受け入れられてしまう。そのことは

風土や気候，習俗や習t貫，あるいはイデオロギーや政治体制など‘について等しく妥当する。

科学者は「科学の研究対象は再現可能なものに限られる」と言うが(中谷宇吉郎，科学の方

法，岩波新書， 2頁)，そう言われる事象の中には実際に繰り返し現れて，人々にとってはiヨ

常茶飯事的なものと，余り却11染みはないが，何らかの仕方で必要なだけ再現できるものが含

まれている。ところがiヨ常茶銀事的な事象を研究の対象として取り上げるのは結構難しい。

というのは， リンゴが落ちるとか，犬が犬の子しか産まないなどのありふれた事象は余りに

も自明のこととして見過ごされてしまうからである。

そして第三の理由は「恐れ」である。黄昏のように不透明な状況を見透かじ，事柄の明瞭

な姿，つまり真実を知れば，不安は無くなる。しかし，その代わりに時として恐れが立ち現

れるだろう。 r幽霊の正体見たり枯れ尾花Jという俳句がある。薄鈎かりのもとで枯れ尾花

を幽霊と見間違えることがあるなら，逆に幽霊を枯れ尾花と見間違えるこJ:だうてあるだろ

う。真理や真実は必ずしも我 a々 にとって優しいもの，都合の良いものとはかぎらない。笑際

のところ「真理を愛するj などということは決しτ生易しいことではない。当然のととなが

ら我々は優しくて好都合な真理を愛するが，しかし厳しく，しかも我々を叩きのめLてしま

うような真理を果たして愛することができるかどうか。むしろ我々に優しくして〈れるなら，

虚偽であってもそれを愛しを不都合な真実応対Lτは「知らぬが仏」でやり過ごしたいと思

うのが人情ではないだるうかる

あるいはまた，いろいろなところ寸宅5

は他方にとつては不都合な真理でで、あるかも知jれ1ない。そしてそれを不都合な真理主する側の

方が強い力を行使できるなゐ，真理そのものは抹殺できなれが，そのぷうた真理を主張する

人聞を抹殺することはできるだるう。歴史は数多えの実例広よってその ζ とを教えてくれる。

第四主主 学問論の方法につん、て

最初の考察では f悶いか吋るj とLづ動詞の主語，つまり学問の主体は F知的接奇心」で

あるかのよう K思えた。しかLこれは言わば「仮の主語jで-あることが判明Lた。←皮むけ

ば"それは「不安感構J.~こ陪がたらない ζ とが明らかになうた。しかしながらこれも主た述

語的なものであって，再び、その主語の発見が要設される乙とになった。どζからこれに]設か

かかればよいだろうか。

こんなふうにLて学問論三乙震関Lながら，:私、は

14 

また周囲の大人にしても答えてやれない場合が沢山ある。尋ねられた大人自ム身が答えを知ら

ない;場合もあれば，そもそも誰一入として答えを知らない場合もある。 1十 1=2左いう命

題は誰にとっても馴染み深いものではあるが，さて「どうしてそうたおのj と子供に関かれ

たら，数学基礎論の専門家以外に誰が答えることができるだろう。同じようた問題はほかに

もいっぱい在る。そのうえ r人聞は何のために生きているのJと質問されたら，もう哲学

者でさえお手上げである。このように分からないこと，答えられなドととが余りにも多過ぎ

て， FJうし、かけても仕方がないというムードが子供の心の中で、拡がってしまう。

さて第二の理由は多分「慣町れjであろう。最初は不透明で、，何やら怪しげなものでも，し

ょっちゅうそれが自の前に現れ，繰り返し再現されると，不安感は弱められ，薄められる。

最後にはそれがあたりまえのこととして最早抵抗なしに受け入れられてしまう。そのことは

風土や気候，習俗や習t貫，あるいはイデオロギーや政治体制など‘について等しく妥当する。

科学者は「科学の研究対象は再現可能なものに限られる」と言うが(中谷宇吉郎，科学の方

法，岩波新書， 2頁)，そう言われる事象の中には実際に繰り返し現れて，人々にとってはiヨ

常茶飯事的なものと，余り却11染みはないが，何らかの仕方で必要なだけ再現できるものが含

まれている。ところがiヨ常茶銀事的な事象を研究の対象として取り上げるのは結構難しい。

というのは， リンゴが落ちるとか，犬が犬の子しか産まないなどのありふれた事象は余りに

も自明のこととして見過ごされてしまうからである。

そして第三の理由は「恐れ」である。黄昏のように不透明な状況を見透かじ，事柄の明瞭

な姿，つまり真実を知れば，不安は無くなる。しかし，その代わりに時として恐れが立ち現

れるだろう。 r幽霊の正体見たり枯れ尾花Jという俳句がある。薄鈎かりのもとで枯れ尾花

を幽霊と見間違えることがあるなら，逆に幽霊を枯れ尾花と見間違えるこJ:だうてあるだろ

う。真理や真実は必ずしも我 a々 にとって優しいもの，都合の良いものとはかぎらない。笑際

のところ「真理を愛するj などということは決しτ生易しいことではない。当然のととなが

ら我々は優しくて好都合な真理を愛するが，しかし厳しく，しかも我々を叩きのめLてしま

うような真理を果たして愛することができるかどうか。むしろ我々に優しくして〈れるなら，

虚偽であってもそれを愛しを不都合な真実応対Lτは「知らぬが仏」でやり過ごしたいと思

うのが人情ではないだるうかる

あるいはまた，いろいろなところ寸宅5

は他方にとつては不都合な真理でで、あるかも知jれ1ない。そしてそれを不都合な真理主する側の

方が強い力を行使できるなゐ，真理そのものは抹殺できなれが，そのぷうた真理を主張する

人聞を抹殺することはできるだるう。歴史は数多えの実例広よってその ζ とを教えてくれる。

第四主主 学問論の方法につん、て

最初の考察では f悶いか吋るj とLづ動詞の主語，つまり学問の主体は F知的接奇心」で

あるかのよう K思えた。しかLこれは言わば「仮の主語jで-あることが判明Lた。←皮むけ

ば"それは「不安感構J.~こ陪がたらない ζ とが明らかになうた。しかしながらこれも主た述

語的なものであって，再び、その主語の発見が要設される乙とになった。どζからこれに]設か

かかればよいだろうか。

こんなふうにLて学問論三乙震関Lながら，:私、は
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え，徐々に膨らんでくるのを感じないわけにはいかない。それは方法のことである。方法

(methoel)主はギリシャ語によると「道 (hodos)に従う (meta)JとL、う意味になる。道がな

ければ旅人は迷う。伺様に方法がなければ思索は進捗しない。これまで私がなんとかここま

で辿り着いたりも方法のおかげである。ところが私としては自分が箆っている方法がどんな

ものであるが，これまで全く自覚していなかったので、ある。おそらく私はしっかりした方法

など、使つてはいなかったと言わざるをえない。言わば暗仁jコ模索で、ここまで辿り着たし、ように

思える。ところが，来し方を顧みるなら，自分が辿って来た道は見える。とは言ってもそれ

は蛇行し，多くは霞や木陰に臨されて余り定かではない。振り返り，自を凝らして，歩いて

来た hodosの一部分だけでも描き出してみるなら，それは「構文に従うJとでも言える方法

であろうか。

「学問とは間し、かけることである」というセンテンスが確保できたとき，私は「閉し、か(1"

る」とし、う言葉を文法の観点から動詞と見た。こんな見方をすれば，次にその主語は何かと

問し、かけるのは事の序というものである。一見した限りではそれは「学問」であるが，しか

し学問というものは事柄であって，問いかけの主語としては何か意識を倣えた人格的なもの

の方がし、っそら適切で、ある。だからセンテンスとしては「学問とは誰それが閉し、かける ζ と

である」という構文にしたほうが意味が良く通る。 Iでは誰それとは何者か」と問し、かける

のは必然である。それが「人間」であることは誰にとっても明白であるが，その意味は余切

にも漠然としているために，これを摂定しなければならなかった。

私はこの「人間」を外延に関して一一言 L、i換えるなら種別に関して限定し， ["子供JJ;c 

「科学者」をもって「問L、かける」と L、う動詞の主語ょした。しかしこれらもまた依然と L

てあいまいな言葉マある。そこで次に彼らの内部に在るもので問いかけの主語になりそうた

ものを探してみた。これは子供や科学者などの人間を内包に関Lて一一言い換えるなら憧賞

に関して限定するということである。そこから「知的好奇心」が，更にここから f不安感

情」というものが引き出せた。ところが私は再び、文法の観点に身を置いて，これは述語的な

ものだからその主語を発見しなければならないと言う。そして，~て次ぎのステッ';/をiどこ

に踏み出すべきかと目下思案ゃなのである。

以上これまでの方法を自覚し，それが主として文法のレベノ，1/で「構文に従うJ主いラ方法

であったことが判明したので，今度はこれを念頭陀置いて，考察を再開する ζ とがで、きそう

である。

先に述べたとおり， I夜、は不安で、ある」という言い方ができるから. I不安(英語を使うな

ら anxietyun巴aSlnessなど)Jとし、う言葉は述語的であると夜、は言いたい。これらの英語は

anxious， une在sy'などの名詞形だからである。好奇心についても同じことが言える。 curiosity

は cunousの名詞形だから，これも述語的である。だからそれらの主語が判明しない限り，

学問の主体は来光不明である。これを直接発見?る道が見つからないものだから，私はそち

らの方の探究宏!中断Lて，探究の方法に目を転じなければならなかったので‘ある。ところが

構文に従って考えるたら，道は開ける。

「さて「学問とはX(=学問の主体〉が~J]\' 、かけることである」が，それは IXが不安

(anxio.us，むiJileasy)'d:'感じるから」である。何故Xが不安を覚えるかといえば，それは不透

明なYが存在じていて，そのl1E体が不分切だからである。この学~号論においてはYに相当す

学問に関する一考察 (上〉 15 

え，徐々に膨らんでくるのを感じないわけにはいかない。それは方法のことである。方法

(methoel)主はギリシャ語によると「道 (hodos)に従う (meta)JとL、う意味になる。道がな

ければ旅人は迷う。伺様に方法がなければ思索は進捗しない。これまで私がなんとかここま

で辿り着いたりも方法のおかげである。ところが私としては自分が箆っている方法がどんな

ものであるが，これまで全く自覚していなかったので、ある。おそらく私はしっかりした方法

など、使つてはいなかったと言わざるをえない。言わば暗仁jコ模索で、ここまで辿り着たし、ように

思える。ところが，来し方を顧みるなら，自分が辿って来た道は見える。とは言ってもそれ

は蛇行し，多くは霞や木陰に臨されて余り定かではない。振り返り，自を凝らして，歩いて

来た hodosの一部分だけでも描き出してみるなら，それは「構文に従うJとでも言える方法

であろうか。

「学問とは間し、かけることである」というセンテンスが確保できたとき，私は「閉し、か(1"

る」とし、う言葉を文法の観点から動詞と見た。こんな見方をすれば，次にその主語は何かと

問し、かけるのは事の序というものである。一見した限りではそれは「学問」であるが，しか

し学問というものは事柄であって，問いかけの主語としては何か意識を倣えた人格的なもの

の方がし、っそら適切で、ある。だからセンテンスとしては「学問とは誰それが閉し、かける ζ と

である」という構文にしたほうが意味が良く通る。 Iでは誰それとは何者か」と問し、かける

のは必然である。それが「人間」であることは誰にとっても明白であるが，その意味は余切

にも漠然としているために，これを摂定しなければならなかった。

私はこの「人間」を外延に関して一一言 L、i換えるなら種別に関して限定し， ["子供JJ;c 

「科学者」をもって「問L、かける」と L、う動詞の主語ょした。しかしこれらもまた依然と L

てあいまいな言葉マある。そこで次に彼らの内部に在るもので問いかけの主語になりそうた

ものを探してみた。これは子供や科学者などの人間を内包に関Lて一一言い換えるなら憧賞

に関して限定するということである。そこから「知的好奇心」が，更にここから f不安感

情」というものが引き出せた。ところが私は再び、文法の観点に身を置いて，これは述語的な

ものだからその主語を発見しなければならないと言う。そして，~て次ぎのステッ';/をiどこ

に踏み出すべきかと目下思案ゃなのである。

以上これまでの方法を自覚し，それが主として文法のレベノ，1/で「構文に従うJ主いラ方法

であったことが判明したので，今度はこれを念頭陀置いて，考察を再開する ζ とがで、きそう

である。

先に述べたとおり， I夜、は不安で、ある」という言い方ができるから. I不安(英語を使うな

ら anxietyun巴aSlnessなど)Jとし、う言葉は述語的であると夜、は言いたい。これらの英語は

anxious， une在sy'などの名詞形だからである。好奇心についても同じことが言える。 curiosity

は cunousの名詞形だから，これも述語的である。だからそれらの主語が判明しない限り，

学問の主体は来光不明である。これを直接発見?る道が見つからないものだから，私はそち

らの方の探究宏!中断Lて，探究の方法に目を転じなければならなかったので‘ある。ところが

構文に従って考えるたら，道は開ける。

「さて「学問とはX(=学問の主体〉が~J]\' 、かけることである」が，それは IXが不安

(anxio.us，むiJileasy)'d:'感じるから」である。何故Xが不安を覚えるかといえば，それは不透

明なYが存在じていて，そのl1E体が不分切だからである。この学~号論においてはYに相当す

学問に関する一考察 (上〉 15 

え，徐々に膨らんでくるのを感じないわけにはいかない。それは方法のことである。方法

(methoel)主はギリシャ語によると「道 (hodos)に従う (meta)JとL、う意味になる。道がな

ければ旅人は迷う。伺様に方法がなければ思索は進捗しない。これまで私がなんとかここま

で辿り着いたりも方法のおかげである。ところが私としては自分が箆っている方法がどんな

ものであるが，これまで全く自覚していなかったので、ある。おそらく私はしっかりした方法

など、使つてはいなかったと言わざるをえない。言わば暗仁jコ模索で、ここまで辿り着たし、ように

思える。ところが，来し方を顧みるなら，自分が辿って来た道は見える。とは言ってもそれ

は蛇行し，多くは霞や木陰に臨されて余り定かではない。振り返り，自を凝らして，歩いて

来た hodosの一部分だけでも描き出してみるなら，それは「構文に従うJとでも言える方法

であろうか。

「学問とは間し、かけることである」というセンテンスが確保できたとき，私は「閉し、か(1"

る」とし、う言葉を文法の観点から動詞と見た。こんな見方をすれば，次にその主語は何かと

問し、かけるのは事の序というものである。一見した限りではそれは「学問」であるが，しか

し学問というものは事柄であって，問いかけの主語としては何か意識を倣えた人格的なもの

の方がし、っそら適切で、ある。だからセンテンスとしては「学問とは誰それが閉し、かける ζ と

である」という構文にしたほうが意味が良く通る。 Iでは誰それとは何者か」と問し、かける

のは必然である。それが「人間」であることは誰にとっても明白であるが，その意味は余切

にも漠然としているために，これを摂定しなければならなかった。

私はこの「人間」を外延に関して一一言 L、i換えるなら種別に関して限定し， ["子供JJ;c 

「科学者」をもって「問L、かける」と L、う動詞の主語ょした。しかしこれらもまた依然と L

てあいまいな言葉マある。そこで次に彼らの内部に在るもので問いかけの主語になりそうた

ものを探してみた。これは子供や科学者などの人間を内包に関Lて一一言い換えるなら憧賞

に関して限定するということである。そこから「知的好奇心」が，更にここから f不安感

情」というものが引き出せた。ところが私は再び、文法の観点に身を置いて，これは述語的な

ものだからその主語を発見しなければならないと言う。そして，~て次ぎのステッ';/をiどこ

に踏み出すべきかと目下思案ゃなのである。

以上これまでの方法を自覚し，それが主として文法のレベノ，1/で「構文に従うJ主いラ方法

であったことが判明したので，今度はこれを念頭陀置いて，考察を再開する ζ とがで、きそう

である。

先に述べたとおり， I夜、は不安で、ある」という言い方ができるから. I不安(英語を使うな

ら anxietyun巴aSlnessなど)Jとし、う言葉は述語的であると夜、は言いたい。これらの英語は

anxious， une在sy'などの名詞形だからである。好奇心についても同じことが言える。 curiosity

は cunousの名詞形だから，これも述語的である。だからそれらの主語が判明しない限り，

学問の主体は来光不明である。これを直接発見?る道が見つからないものだから，私はそち

らの方の探究宏!中断Lて，探究の方法に目を転じなければならなかったので‘ある。ところが

構文に従って考えるたら，道は開ける。

「さて「学問とはX(=学問の主体〉が~J]\' 、かけることである」が，それは IXが不安

(anxio.us，むiJileasy)'d:'感じるから」である。何故Xが不安を覚えるかといえば，それは不透

明なYが存在じていて，そのl1E体が不分切だからである。この学~号論においてはYに相当す



16 

るのは他ならぬ学閉そのものである。そこでXほYについてそれが何であるかを「知りたが

る Ccuriousto know)J。では「知る」とは一体どういうことなのか。文法の言葉を使うな

ら，その目的語は何か。

このような間し、かけを重ねるうちに，私は学問論というこの学問は誠に屈折した学問であ

ることを痛感しないではおれない。 rr知る」とは一体どういうことなのか」と開L、かけると

き，私は「矢口る」ということを知りたがっているわけで、ある。学問とは何かと間し、かけ始め

たとき，正に問いかけるというそのことが学問の始源にほかたらなかった。学問について知

る場合に，もし私が古今東西のあらゆる書物を読破したうえで，著者たちの意見を何とか一

つにまとめ，それで満足するなら，その内容がどんなものであろうとも，要するに私は正に

そのようなやり方によって「学問とは博識である」と主張していることになるだろう。学問

論という名の下で学問をやる場合には，何時も自分がやっていることを接り返り，反省し，

自覚することが要求されている。

今私は「知る」ということの意味を知りたがっている。一体私は知るということについて

何を知りたがっているのだろうか。何を知り，何が分かれば，私は不安から解放され，満足

できるのだろうか。どうやら「構文に従う」方法ではもはやこれ以上は進めない。これまで

私はこれ以外にどんな方法を用いただろうか。張り返ってみると，私は好奇心について知る

ために新聞の投蓄を取り上げて，これを分析した。これも一つの方法と言えるにちがし、な

い。そしてそれに名前を付けるなら， r事例分析」が適当であろう。これが casestudyと

呼ばれて，科学の様々な分野で活用されていることは広く知られている。この方法で良い結

果を導き出すには何か適切な事例を取り上げるべきである。勿論このこともまた周知のこと

である。好奇心について知るために私がたまたさ採用した例の投書はこの上もなく適切な事

例であった。では「知るj ということの意味を知る ζ とができるような良い事例がどこかに

ないものだろうか。

第五節 「知る」 ζ との意味

1+1が2であることを私は知っている。小学校で先生に教えてもらったのか，あるいは

その前に誰か身近な人に教えてもらったのか，記患は定かではないが，もう長レ間 1十エが

2になることを知っている。その間十こ「何故 1十1=2'なのか」と関し、かけたことは一度も

なかったように思える。一体どうして 1に1を足すと 2になるのだろうか。

1+1が2になることを知っていると言うとき，それはそのよラ1に教えられたことを私が

忘れてはいないというにすぎない。 r7J(は水葉原子二個と酸素原子ー個からできている」と

か「地球は太陽のlillりを公転しているj たど，段、がの知識にづいても大抵協同じ ζ とが言え

る。九つまり，多くの場合我々は知識の根拠や理由を知らない。ところで， ζれらの担拠や理

由もまた知識であるから，それにも更に根拠や理由が在るとしづ具合に，知識は繰拠と理由

の長い連鎖をなしている。だから「知石」という之とはこのよ 5な連鎖をーっ山つ辿ってゆ

くことである。ではそうやって進めば，どこに行き着くの記るう。最後の根拠ほど長いうも

のだろうか。

それはともかくとして，事例分析に之りかかる ζ 之にしぶう。 E十 1"""2の根拠ほ?一体何

だろう。私は或る時学裟たちに「どういうわ1けで 1花王を足すc2になるので、す古川と質粥
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るのは他ならぬ学閉そのものである。そこでXほYについてそれが何であるかを「知りたが

る Ccuriousto know)J。では「知る」とは一体どういうことなのか。文法の言葉を使うな

ら，その目的語は何か。

このような間し、かけを重ねるうちに，私は学問論というこの学問は誠に屈折した学問であ

ることを痛感しないではおれない。 rr知る」とは一体どういうことなのか」と開L、かけると

き，私は「矢口る」ということを知りたがっているわけで、ある。学問とは何かと間し、かけ始め

たとき，正に問いかけるというそのことが学問の始源にほかたらなかった。学問について知

る場合に，もし私が古今東西のあらゆる書物を読破したうえで，著者たちの意見を何とか一

つにまとめ，それで満足するなら，その内容がどんなものであろうとも，要するに私は正に

そのようなやり方によって「学問とは博識である」と主張していることになるだろう。学問

論という名の下で学問をやる場合には，何時も自分がやっていることを接り返り，反省し，

自覚することが要求されている。

今私は「知る」ということの意味を知りたがっている。一体私は知るということについて

何を知りたがっているのだろうか。何を知り，何が分かれば，私は不安から解放され，満足

できるのだろうか。どうやら「構文に従う」方法ではもはやこれ以上は進めない。これまで

私はこれ以外にどんな方法を用いただろうか。張り返ってみると，私は好奇心について知る

ために新聞の投蓄を取り上げて，これを分析した。これも一つの方法と言えるにちがし、な

い。そしてそれに名前を付けるなら， r事例分析」が適当であろう。これが casestudyと

呼ばれて，科学の様々な分野で活用されていることは広く知られている。この方法で良い結

果を導き出すには何か適切な事例を取り上げるべきである。勿論このこともまた周知のこと

である。好奇心について知るために私がたまたさ採用した例の投書はこの上もなく適切な事

例であった。では「知るj ということの意味を知る ζ とができるような良い事例がどこかに

ないものだろうか。

第五節 「知る」 ζ との意味

1+1が2であることを私は知っている。小学校で先生に教えてもらったのか，あるいは

その前に誰か身近な人に教えてもらったのか，記患は定かではないが，もう長レ間 1十エが

2になることを知っている。その間十こ「何故 1十1=2'なのか」と関し、かけたことは一度も
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学問に関する一考察 (上〉 17 

したことがある。多く.は「知らなL、J，r習った覚えがなしづと返答した。地は「取り決めJ，

「約束Jと侶答した。最初私にも 1十1=2は何か約束事のように思えた。それで良いかど

うか，検討してみよう。

第ーに 1，2， +，などの記号やその読み方は紛れもなく取り決めである。 r1十I

= 2J を例えば ra&a~bJ と書き変えても一向にさしっかえない。

第二に，我々が常用している十進法も取り決めである。二進法を使えば， 1 + 1 =10とな

る。今私が活用しているこのワープロもすべての情報を二進法で処理しているということで

ある。

容易に指摘できる約束事は以上のこつで、あるが，果たして 1+1=2の根拠としてこれだ

けで十分だろうか。この式から分かることは r1く2J，あるいは r1く10Jである。これ

らの大小関係の根拠をどこに求めるべきか。十進法であれ二進法であれ，大小関係は既に前

提されている。そ Lてこれは決して取り決めなどではありえない。それは現実において成立

している変更不可能な関係である。

数学基礎論を勉強したことがないので，私には専門家が 1+1=2をどのように説明して

いるか不明である。少し勉強してみょうかと思ったが，その前に自分で考えられる隈りは考

えておかなければならないと思い寵した。既に述べたように，との学問論においては私自身

のやり方が直ちに私の主張に跳ね返って来るからである。もし私が思い止まらなかったら".

たとえ専門書から正しい解答を学び取ったところで，私は学問論の著箸と Lて読者に次めよ

うに語りかけるも同然なのである一一一「何か分からないことがあれば，自分で‘考えたり'Lな

いで，直ちに先生に質問するか，または参考書や専門蓄を調べなさL、」ι と。之れtま学問とい

うよりは学習である。勿論，学習は大切句、品る。 Lかし学習だけで:満足するなら，ぞれは4

生を学校で過ごすようなものである。

さて私は 1+1=2，を r1より 1だけ大きい数は 2であるJと読み替え毛主:どにしようJ
故に2十3=5は r2より 3だけ犬きい数は 5であるJと読める。 r31十三の容えを求めを

さし、」と言われたら.私はこれを r3より 4だけ大きレ数を探LなさL、」と議み替えoが，

さてどうしてそれを探したらよいかそれを探し出すには何が必要だeろうか。、

必要なものは自然数である。 ζれは誰も良《知つーてトるとおり， 主を起点と LてZ定け犬

きくなって行くようiな大小の関係た従って数が配列されている。即ち，

1， 2， 3， 4， 5， 6， 7， 8， 9， 10，・…

自然数を上のように並べると，それぞれの数の大小関係は前後関係(あるいは左右関係〉に

対応するので， 1+1=2は r1の一つ後ろの数は2である」と読み替えるこ主ができる。，

そこで 3十4の答えを見つける場合は，上の数列で3を見つけ，次にそれから四つだけ後ろ1

に在る数7を見つければよい。即ちド下のAの場合。

1， 2， 5， 6， 17， Iι8， 9， • • • • • • • • • 
，
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列(あるいは order=)1買序，秩序〉が存在してい怠ければたらない。このことを別の角度か

ら証明してみよう。今仮に 10より大きか数が存在しないか，もしくは或る予供が 10から後

ろの数を知らないと仮定する。この場合は図 3のBで示すとおり， 3 +!3には答えがない。

もし〈はその子供は 3十 9を計算す7ることができないだろう。足し算の前Vζ数をかぞえるこ

とを子供たちに教えなければならない理由はここに在る。

引き算の場合はどうなるか。もし自然数とし、う数列Lか与えられていたければ，答えが出

る場合とそうでない場合区分かれる。 a-b.=cにおいて， a-， b>Oの場合には答えが出

るが a-b豆Oの場合はダメである。 a-b=cを faより bだけ前の数は cである」と

読むことにするなら，下のAvこ示すとおり， 4 -3には 1という答えが探し出せる。ところ

が， 4-4や 4-5には答えが存在しない(下のBとC参嬬〉。つまり，ヲiけないのである。

-・・6， 二llD:3，囚 5，9， 7， 

(図 4)

そこで、先ず自然数列の1の前に置かれるべき Oとし、う数が導入された。これで4-4などが

引けるようになった。言い換えるなら， 4-4という計算が意味をもつようになった。次に，

-1や-2， -3などの負数が導入されて， 月iく」という演算が普遍的に成り立つことに

なった。

自然数の秩序 (order)にゼロと負数を加えた数列は整数で、あるが，これは自然数よりも広

い orperである。この、秩序の下で「足すJ， fi5lくJ， f掛けるj という三つの演算が制約な

しに成り立つ。しかしながら，これは割り算にとっては未だ不十分である。 6+2の答えは

3で，これを整数の秩序において位置づけ:ることはできる。しかL，6 +4の答えであるべ

き，1.5はこの秩序から排除されてしまう。宮uり算が制約なしに行えるためにはもっと広い秩

序と Lて有理数が要求される。ところがζ れでも 2の平方根である1.4142…=…にとっては

狭過ぎる。そこで更広広い税序左してg実数が必要だある。しかし，これで、さえ十分とは言え

ず，数というものを複素数の Qrder，まで拡張しなければならな、い。ともあムれ， f知る」とか

「分かるj などがどういラ意味なめか，それを知れあるいはそれが分かるための事倒と L

ては以上で十分である。そしてその分析結果は以下のようになる。

1十 1=2などを「個別的な事例J，自然数などを「秩序」と並ぶニとにするなら，秩序

は個別的な事例の根拠である。そこで，ある、個別的な事例?とついて「分かるj というめはそ

の根拠となるべき秩序を知り，かっ前者を後者の中にどう位置づけるべきかを知るという意

味であ'る。

秩序が狭いと，そこに位置づけるこどがでぎ芯事関は限られて，他は無意味なものとして

宙に浮いてしまう。これらの事制にも意味を与えるためには，秩s:を拡張しなければならな

い。自然、数としづ秩序だけでは 2-2や 2-3などは無意味である。、数を整数主いう秩序へ

拡張することによって初めて引き算がすべての場合に意味をもつことになったわけで、ある。

しかし 3+2など、違った種類の事例が現れると:凡数学者は更に広い秩序を求めて数を拡張し

な砂ればならなかった。
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ら証明してみよう。今仮に 10より大きか数が存在しないか，もしくは或る予供が 10から後

ろの数を知らないと仮定する。この場合は図 3のBで示すとおり， 3 +!3には答えがない。

もし〈はその子供は 3十 9を計算す7ることができないだろう。足し算の前Vζ数をかぞえるこ

とを子供たちに教えなければならない理由はここに在る。

引き算の場合はどうなるか。もし自然数とし、う数列Lか与えられていたければ，答えが出

る場合とそうでない場合区分かれる。 a-b.=cにおいて， a-， b>Oの場合には答えが出

るが a-b豆Oの場合はダメである。 a-b=cを faより bだけ前の数は cである」と

読むことにするなら，下のAvこ示すとおり， 4 -3には 1という答えが探し出せる。ところ

が， 4-4や 4-5には答えが存在しない(下のBとC参嬬〉。つまり，ヲiけないのである。

-・・6， 二llD:3，囚 5，9， 7， 

(図 4)

そこで、先ず自然数列の1の前に置かれるべき Oとし、う数が導入された。これで4-4などが

引けるようになった。言い換えるなら， 4-4という計算が意味をもつようになった。次に，

-1や-2， -3などの負数が導入されて， 月iく」という演算が普遍的に成り立つことに

なった。

自然数の秩序 (order)にゼロと負数を加えた数列は整数で、あるが，これは自然数よりも広

い orperである。この、秩序の下で「足すJ， fi5lくJ， f掛けるj という三つの演算が制約な

しに成り立つ。しかしながら，これは割り算にとっては未だ不十分である。 6+2の答えは

3で，これを整数の秩序において位置づけ:ることはできる。しかL，6 +4の答えであるべ

き，1.5はこの秩序から排除されてしまう。宮uり算が制約なしに行えるためにはもっと広い秩

序と Lて有理数が要求される。ところがζ れでも 2の平方根である1.4142…=…にとっては

狭過ぎる。そこで更広広い税序左してg実数が必要だある。しかし，これで、さえ十分とは言え

ず，数というものを複素数の Qrder，まで拡張しなければならな、い。ともあムれ， f知る」とか

「分かるj などがどういラ意味なめか，それを知れあるいはそれが分かるための事倒と L

ては以上で十分である。そしてその分析結果は以下のようになる。

1十 1=2などを「個別的な事例J，自然数などを「秩序」と並ぶニとにするなら，秩序

は個別的な事例の根拠である。そこで，ある、個別的な事例?とついて「分かるj というめはそ

の根拠となるべき秩序を知り，かっ前者を後者の中にどう位置づけるべきかを知るという意

味であ'る。

秩序が狭いと，そこに位置づけるこどがでぎ芯事関は限られて，他は無意味なものとして

宙に浮いてしまう。これらの事制にも意味を与えるためには，秩s:を拡張しなければならな

い。自然、数としづ秩序だけでは 2-2や 2-3などは無意味である。、数を整数主いう秩序へ

拡張することによって初めて引き算がすべての場合に意味をもつことになったわけで、ある。

しかし 3+2など、違った種類の事例が現れると:凡数学者は更に広い秩序を求めて数を拡張し

な砂ればならなかった。

18 

列(あるいは order=)1買序，秩序〉が存在してい怠ければたらない。このことを別の角度か

ら証明してみよう。今仮に 10より大きか数が存在しないか，もしくは或る予供が 10から後

ろの数を知らないと仮定する。この場合は図 3のBで示すとおり， 3 +!3には答えがない。

もし〈はその子供は 3十 9を計算す7ることができないだろう。足し算の前Vζ数をかぞえるこ

とを子供たちに教えなければならない理由はここに在る。

引き算の場合はどうなるか。もし自然数とし、う数列Lか与えられていたければ，答えが出

る場合とそうでない場合区分かれる。 a-b.=cにおいて， a-， b>Oの場合には答えが出

るが a-b豆Oの場合はダメである。 a-b=cを faより bだけ前の数は cである」と

読むことにするなら，下のAvこ示すとおり， 4 -3には 1という答えが探し出せる。ところ

が， 4-4や 4-5には答えが存在しない(下のBとC参嬬〉。つまり，ヲiけないのである。

-・・6， 二llD:3，囚 5，9， 7， 

(図 4)

そこで、先ず自然数列の1の前に置かれるべき Oとし、う数が導入された。これで4-4などが

引けるようになった。言い換えるなら， 4-4という計算が意味をもつようになった。次に，

-1や-2， -3などの負数が導入されて， 月iく」という演算が普遍的に成り立つことに

なった。

自然数の秩序 (order)にゼロと負数を加えた数列は整数で、あるが，これは自然数よりも広

い orperである。この、秩序の下で「足すJ， fi5lくJ， f掛けるj という三つの演算が制約な

しに成り立つ。しかしながら，これは割り算にとっては未だ不十分である。 6+2の答えは

3で，これを整数の秩序において位置づけ:ることはできる。しかL，6 +4の答えであるべ

き，1.5はこの秩序から排除されてしまう。宮uり算が制約なしに行えるためにはもっと広い秩

序と Lて有理数が要求される。ところがζ れでも 2の平方根である1.4142…=…にとっては

狭過ぎる。そこで更広広い税序左してg実数が必要だある。しかし，これで、さえ十分とは言え

ず，数というものを複素数の Qrder，まで拡張しなければならな、い。ともあムれ， f知る」とか

「分かるj などがどういラ意味なめか，それを知れあるいはそれが分かるための事倒と L

ては以上で十分である。そしてその分析結果は以下のようになる。

1十 1=2などを「個別的な事例J，自然数などを「秩序」と並ぶニとにするなら，秩序

は個別的な事例の根拠である。そこで，ある、個別的な事例?とついて「分かるj というめはそ

の根拠となるべき秩序を知り，かっ前者を後者の中にどう位置づけるべきかを知るという意

味であ'る。

秩序が狭いと，そこに位置づけるこどがでぎ芯事関は限られて，他は無意味なものとして

宙に浮いてしまう。これらの事制にも意味を与えるためには，秩s:を拡張しなければならな

い。自然、数としづ秩序だけでは 2-2や 2-3などは無意味である。、数を整数主いう秩序へ

拡張することによって初めて引き算がすべての場合に意味をもつことになったわけで、ある。

しかし 3+2など、違った種類の事例が現れると:凡数学者は更に広い秩序を求めて数を拡張し

な砂ればならなかった。



学問に関する一考察 (上〕 19、

問いかけられる問題が小さくて，狭いものであれば，解答を位置づける秩序も小さく狭わ

もので事が足りる。問題が細分化され，相互の連関が見失われて孤立するなら，各々の問題

を充足するだけの小さくて狭い秩序が関連なしにそこかしこに並び立つことになるだろう。

これに対して根掠的た問題が問いかけられるとき，要求される秩序はこのうえもなく包括的

な普遍的秩序である。

しかしここで以上の結論に関連して事例分析としづ方法に問題が生じる。事例は例の投書

や 1+1=2のように小さぐて狭いものである。ところが私だけではなく，この方法を利用

する研究者はそこから広範囲に妥当する結論を引き出す。 r問題はで、きる限り限定せよ。し

かし，その解答はできる限り一般化せよj というのが事例分析の主旨である。確かに，この

方法には落とし穴がある。下手をすると，間違った方向へ般化しかねない。だから事例'の

選択は難しい。事柄の本質の真上にある事例を見つけることができれば，そこから真下ヘボ

ーリングして，本質を探り当てることができるのだが，これは或る程度運次第ということに

なりそうである。それでも自分の閉し、かけが根源的なものであり，自分の探している秩序が

普遍的なものであることをしっかりとわきまえている限りは，一般化の間違いには何とか気

がつくだろうと，私は信じている。

第六節理性について

学問とはXが問いかけることであるが，これまでの考察によってXは普遍的な秩序を探究

するものであることが判明した。では， X とは何か。ここまで来れば，このx~t.何が適当な

名前を付ければ，それで、良いとも言えそうである。事例は私の名前が「坂本 博」で、あZ訟の

と叫ている。私は1934年の 6月23日に福岡県の戸畑市で生まれた。それがら様々，私生き方を

して今日に至勺た。私の履歴をこと細かじ述べた後，そのような生き方をLた私は何者:で:ゐ

るかと問し、かけるとき，残ってい、る問題は「坂本 博J左bづ名前だげであるぶきに愚われ

る。そしてこのような名前は取り決め以外のものではない。勿論，私は未だ生きでいるか

ら今後もいろいろな ζ とをやりいろいろなζ 左を体験すす"~る~V;氏と違いなしい、、。、あるも

の内部に未だ知られていなJしLい、ものの4が在るようにもも、思え2忍告。そのことは学問の主体で晶、石%tζ

ついても同様であろう。そのよう。な問題は玄た改めて取り上げることにして，今01iX~三名前

を付けてやりたし、と思う。名前は純粋に取り決められるものだから，私ほXに対t-て摂きた

名前をつける・ζ ともできょう。ただし，このXに対して「本」とか「神経細胞」など毘にそ

の意味が確定している言葉を与えることは許されないL，また勝手な新造語を読者に押し付

けても，よほど適切なものでない限札受け入れてはもらえないだろう。それに，そもそも

ζ うL、う種類めテーマはこれまで多〈の人々によって考察されてきたものだからその際巳

彼らが用いた言葉の中から私の考えに4最も近しハものを借用すればよいわけで、ある。

これまで、哲学者や心理学者は我ぉλ簡の内部に在る心的能力を区別し，.それぞれに名・前を

与え，その機能を研究してきた。それらは知覚，記憶，感情や情念，想像力，意志，知性ザ

理性などである。学問の主体であるXJまどれに相当するだろうか。この間し、かけにおいても

やはり私のやっている乙とが私自身の考察のi内容に跳ね返って、くる。即ち， rXf.まどれに相

当するだるうかJè 問いかけ千ているのは私の内部に在~Xそのもので、あ、る。 ζれま宅、もこの

xほ繰ち返し自分自身について悶い続けてきた1.."今も安た悶いかゆーている。これを f反
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与え，その機能を研究してきた。それらは知覚，記憶，感情や情念，想像力，意志，知性ザ
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当するだるうかJè 問いかけ千ているのは私の内部に在~Xそのもので、あ、る。 ζれま宅、もこの

xほ繰ち返し自分自身について悶い続けてきた1.."今も安た悶いかゆーている。これを f反
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省、」と言うことができる。そこで心的能力のうち反省することができoものを探すなら，私

の見る限りでは，それは理性である。知覚，記憶，感情や情念想像力，意志，そして知性

杭「自分は何ものであるかJと問いかけることができoとは私には思えなし、からである。-

英語では「理性」を reasonと言う。辞.書でその意味を調べてみよれ名詞としては，

1) 推理力，判断力，理知，理性

の ものρ道理，条理，理居

3う 理由，わけ，動機，根拠，言い訳，理由仁動機]となる事実

4) 正気，思慮，分別，良識

5) 論理学における理由，論拠，前提(特に小前提〉

的 哲学においては活性から区別された理性

次に自動詞としては

. 1) 推理する，推論する，判断を下す，吟味する，検討する

の論じる，談じる，理をとく

更に他動詞としては

1) ……を論じる，

2) 結論などを考え出す[論証する]，推論する，論断する

の 論理上から説く，議論の形で言いあらわす

4) 議論して説きつける

Feasonの動詞的用法を見ると，これらは全て私がこれまでやってき.たことであり，また

これからも続ける ζ とである。そLてその名詞的用法に関して言うなら，特に「ものの道

理」や事柄の「理由」と「根拠Jを見つけることが私の最大の関心事で、あった。だから私の

内なるXに「理性 (reason)Jとしづ名前を付けても横沼語法から外れることはなさそうであ

る。理性という心的能力民最大の関心を示し，その意味を確定しようと努めてきたのは哲学

者たちである。そして彼らがこの言葉に与えた定義はそ札ぞれ異なっている。それは彼らも

きた私と同じようにXの意味を探究Ltこ後で，慣用語法か，らひどく外れないために「理性」

とトう言葉を，選んだからであろうと私は理解している。だから今の段階で、は哲学者たちのこ，

eは余り気にしないで、，私は私の道を歩むととにしようと患っている。こうして私はやっと・

のことで学問の主体に「理性」という名前を什けるこεができた。}

これでもう全てが片付いてしまったのだJろうか。どうもそうではないように思える。理1性

ぶつい、て出来だ問題とすべきことが残されている。それをどう言い表せばよいか。

これまでの考察を手短に反復してみよう。学問とは理性が個別的な事物や事象の根拠とな

る秩序を求めることである。そのような秩序を知ったときに，初めて我々は偲別的なもlのに

ついて「分かったJと言える。そこでこの世界から不透現なもやを吹き払うために，理性は

あらゆる事物や事象を位置付け，包括することがで、きる普遍的た秩序を求めてやまないであ

ろう。

さてそれで問題ば次のようになる。理性もまたこの世界の中に存在している個別的な事物

の一つに過ぎない。そしてそれはλの内面においても同様に心的能力の一つに過ぎない。そ

して理性が普遍的な秩序を求めてやまないものであ、るたらば，先ず第ーに自分自身を位麓づ

けることがなきる心の秩序を見出し，第二に心を位置づけることができる世界の秩序を発見
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学問に関する一考察 (上〉 ‘2J. 

しなければならない。それが果たせるまで，理性は自分自身について「分かった」と言うわ

けにはいかないのである。ところがこれまでの考察によってもそういう秩序は何→つ明らか

にはされていない。一体理性とは何だろうか。少なくとも理性の根拠となるべき心の秩序と

はどのようなものであろうか。

第七節秩序の観念

秩序を求めてやまない理性の根拠は何だろうか。理性を位置づけることができる心の秩序

をどのようにLて探し出せばよいだろうか。こ之て、三度び、探究の方法について考える必要が

生じた。多分私はこれまで様々な方法を用いて考察を推し進めてきたはずである。ただし，

多くの場合私は自分がどんな方法を使っているか，殆ど自覚しなかった。自覚したのは二回

だけで，一つは「構文に従う」とL、う方法の場合，そしてもう一つは「事例分析」の場合で

あった。 r理性の根拠は何か」とし、う問題において少しでも前進するためには， Eんな方法

が役に立つのだろらか。今のところ私は適切な事例を見つけることができない。では「構文

に従うJとし、う方法は使えるだろうか。現在問題にされているセンテンスは「秩序を求めて

やまない理性の根拠は・何だろうかj とLづ表現になっている。そしてとの構文においてi会主

語は「理性jである。ここで「構文に従う」とはどうすることなのか。前のター示、ぜ、除 F学

問とは問いかけることであるj というセンテンスにつし、て、， ここには r間九ぜかけるJ.~\j""量

動詞の主語が省略されていると考えて，それを「学問とはXが間しλカ湖、るとLまで、あるJとい

うふうに補足を行った。今回は特に補足すべきものは見当食らない。そこで、私時 F害事支K徒

う」というよりは「構文を変えるj ことを方法と Lて、採滑するこ主院したい4乙れ民主勺て

上で与えられたセンテンスは下どのような根拠が理性に秩序を求めるように要求Lているの

か」というふうに変えられるだろう。詰まり，センテンス:の主語が F理性Jから f根拠J.~之

変わったわけである。構文を変え‘るという方法はイメージを変えるとヤう方法と基本的転位

向じものではなし、かと患われる。

こうして私の自は理性の背後に在Jって，理性を突き動かLているものにj詩的ーら品る。ぞれ

は一応「理性の根拠」主呼ばれているが，そ'の姿去や形は定かではない。 J 体その正体緑樹だ

ろうか。どうやら私は心の奥深く足を臨み入れよラとしているらし乙、之との黄r昏汲もうほ

とんど倍留に近ト。良《、呂を凝らLて，暗閣の底を克透かすことに1シまれ

構文に従うなら， r秩序を求め石J，あるいは「秩序を探すJという言い方には了'どこで，

どこに」としづ場所を示す副詞なり部詞匂が補足されねばならない。そして理性が秩序を求

める場所は実在，もしくは現実の世界である。従って，理性が求める秩序は理念的，もしく

は観念的で、はなく，実在的，もしくは現実的なもので、なければならない。では理性にそのよ

うな秩序を探究させているもの，は何だろう。

もう少七奥へ踏み込むためにはまたもや方法を問題。にしなければならない。今私、eの頭の中

には一つの方法がぼんやりと浮かんで、いる。そしてそれにどんな名前を付けたら、よいか，あ

れこれと言葉を探しているところ定、ある。名前は後で考えることにして，今頭の中、で、漂ろって

いるものを引き出-してみよう。

rAJ土Bを探している」というセンテンスを作る。次に rxはCを探しているJというセ

ンテンスを作る。これら二つの文で共通 Lているのは「探しているJとしヴ動詞だけを、あ

学問に関する一考察 (上〉 ‘2J. 

しなければならない。それが果たせるまで，理性は自分自身について「分かった」と言うわ

けにはいかないのである。ところがこれまでの考察によってもそういう秩序は何→つ明らか

にはされていない。一体理性とは何だろうか。少なくとも理性の根拠となるべき心の秩序と

はどのようなものであろうか。

第七節秩序の観念

秩序を求めてやまない理性の根拠は何だろうか。理性を位置づけることができる心の秩序

をどのようにLて探し出せばよいだろうか。こ之て、三度び、探究の方法について考える必要が

生じた。多分私はこれまで様々な方法を用いて考察を推し進めてきたはずである。ただし，

多くの場合私は自分がどんな方法を使っているか，殆ど自覚しなかった。自覚したのは二回

だけで，一つは「構文に従う」とL、う方法の場合，そしてもう一つは「事例分析」の場合で

あった。 r理性の根拠は何か」とし、う問題において少しでも前進するためには， Eんな方法

が役に立つのだろらか。今のところ私は適切な事例を見つけることができない。では「構文

に従うJとし、う方法は使えるだろうか。現在問題にされているセンテンスは「秩序を求めて

やまない理性の根拠は・何だろうかj とLづ表現になっている。そしてとの構文においてi会主

語は「理性jである。ここで「構文に従う」とはどうすることなのか。前のター示、ぜ、除 F学

問とは問いかけることであるj というセンテンスにつし、て、， ここには r間九ぜかけるJ.~\j""量

動詞の主語が省略されていると考えて，それを「学問とはXが間しλカ湖、るとLまで、あるJとい

うふうに補足を行った。今回は特に補足すべきものは見当食らない。そこで、私時 F害事支K徒

う」というよりは「構文を変えるj ことを方法と Lて、採滑するこ主院したい4乙れ民主勺て

上で与えられたセンテンスは下どのような根拠が理性に秩序を求めるように要求Lているの

か」というふうに変えられるだろう。詰まり，センテンス:の主語が F理性Jから f根拠J.~之

変わったわけである。構文を変え‘るという方法はイメージを変えるとヤう方法と基本的転位

向じものではなし、かと患われる。

こうして私の自は理性の背後に在Jって，理性を突き動かLているものにj詩的ーら品る。ぞれ

は一応「理性の根拠」主呼ばれているが，そ'の姿去や形は定かではない。 J 体その正体緑樹だ

ろうか。どうやら私は心の奥深く足を臨み入れよラとしているらし乙、之との黄r昏汲もうほ

とんど倍留に近ト。良《、呂を凝らLて，暗閣の底を克透かすことに1シまれ

構文に従うなら， r秩序を求め石J，あるいは「秩序を探すJという言い方には了'どこで，

どこに」としづ場所を示す副詞なり部詞匂が補足されねばならない。そして理性が秩序を求

める場所は実在，もしくは現実の世界である。従って，理性が求める秩序は理念的，もしく

は観念的で、はなく，実在的，もしくは現実的なもので、なければならない。では理性にそのよ

うな秩序を探究させているもの，は何だろう。

もう少七奥へ踏み込むためにはまたもや方法を問題。にしなければならない。今私、eの頭の中

には一つの方法がぼんやりと浮かんで、いる。そしてそれにどんな名前を付けたら、よいか，あ

れこれと言葉を探しているところ定、ある。名前は後で考えることにして，今頭の中、で、漂ろって

いるものを引き出-してみよう。

rAJ土Bを探している」というセンテンスを作る。次に rxはCを探しているJというセ

ンテンスを作る。これら二つの文で共通 Lているのは「探しているJとしヴ動詞だけを、あ

学問に関する一考察 (上〉 ‘2J. 

しなければならない。それが果たせるまで，理性は自分自身について「分かった」と言うわ

けにはいかないのである。ところがこれまでの考察によってもそういう秩序は何→つ明らか

にはされていない。一体理性とは何だろうか。少なくとも理性の根拠となるべき心の秩序と

はどのようなものであろうか。

第七節秩序の観念

秩序を求めてやまない理性の根拠は何だろうか。理性を位置づけることができる心の秩序

をどのようにLて探し出せばよいだろうか。こ之て、三度び、探究の方法について考える必要が

生じた。多分私はこれまで様々な方法を用いて考察を推し進めてきたはずである。ただし，

多くの場合私は自分がどんな方法を使っているか，殆ど自覚しなかった。自覚したのは二回

だけで，一つは「構文に従う」とL、う方法の場合，そしてもう一つは「事例分析」の場合で

あった。 r理性の根拠は何か」とし、う問題において少しでも前進するためには， Eんな方法

が役に立つのだろらか。今のところ私は適切な事例を見つけることができない。では「構文

に従うJとし、う方法は使えるだろうか。現在問題にされているセンテンスは「秩序を求めて

やまない理性の根拠は・何だろうかj とLづ表現になっている。そしてとの構文においてi会主

語は「理性jである。ここで「構文に従う」とはどうすることなのか。前のター示、ぜ、除 F学

問とは問いかけることであるj というセンテンスにつし、て、， ここには r間九ぜかけるJ.~\j""量

動詞の主語が省略されていると考えて，それを「学問とはXが間しλカ湖、るとLまで、あるJとい

うふうに補足を行った。今回は特に補足すべきものは見当食らない。そこで、私時 F害事支K徒

う」というよりは「構文を変えるj ことを方法と Lて、採滑するこ主院したい4乙れ民主勺て

上で与えられたセンテンスは下どのような根拠が理性に秩序を求めるように要求Lているの

か」というふうに変えられるだろう。詰まり，センテンス:の主語が F理性Jから f根拠J.~之

変わったわけである。構文を変え‘るという方法はイメージを変えるとヤう方法と基本的転位

向じものではなし、かと患われる。

こうして私の自は理性の背後に在Jって，理性を突き動かLているものにj詩的ーら品る。ぞれ

は一応「理性の根拠」主呼ばれているが，そ'の姿去や形は定かではない。 J 体その正体緑樹だ

ろうか。どうやら私は心の奥深く足を臨み入れよラとしているらし乙、之との黄r昏汲もうほ

とんど倍留に近ト。良《、呂を凝らLて，暗閣の底を克透かすことに1シまれ

構文に従うなら， r秩序を求め石J，あるいは「秩序を探すJという言い方には了'どこで，

どこに」としづ場所を示す副詞なり部詞匂が補足されねばならない。そして理性が秩序を求

める場所は実在，もしくは現実の世界である。従って，理性が求める秩序は理念的，もしく

は観念的で、はなく，実在的，もしくは現実的なもので、なければならない。では理性にそのよ

うな秩序を探究させているもの，は何だろう。

もう少七奥へ踏み込むためにはまたもや方法を問題。にしなければならない。今私、eの頭の中

には一つの方法がぼんやりと浮かんで、いる。そしてそれにどんな名前を付けたら、よいか，あ

れこれと言葉を探しているところ定、ある。名前は後で考えることにして，今頭の中、で、漂ろって

いるものを引き出-してみよう。

rAJ土Bを探している」というセンテンスを作る。次に rxはCを探しているJというセ

ンテンスを作る。これら二つの文で共通 Lているのは「探しているJとしヴ動詞だけを、あ
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る。即ち，この動詞は二つの異なった文脈(コンテキスト〉で使淘されている。同じ言葉で

あ勺ても，コンテキストが違うと，意味が変わってしまう場:合がある。しかし誠に勝手なが

ら， 日祭す」とし、う動詞の場舎は文脈が違ってもその意味は変わらないと仮定Lょう。

第二十こ， rAはBを探している」というセンテンス全体の意味は既に判明しτいるが，

rxはCを探している」というセンテンスの方はXの意味が不明であると仮定する。そこで

第三に，算数から表現を借りて， r探すj とし、う動詞が共通であるから・，

A:B=X:C 

が成り立っと仮定する。そうすれば， Xが何であるかという問題がj符ける。これを「比例

(または類推〉の方法Jと名付けて，早速使ってみよう。

今夜、がコンパスを探しているとしづ状況を想定しよう。私はある大きさの円を描ぎたし、と

思っているが，手元にコンパスが見当たらない。そこで机の引き出しゃ鞄の中をかきまわし

たり，部屋のそこかしこに目を走らせたりしながら， コンパスを探している。このとき当然

のことながら，私の頭の中にはイメージとしてのコンパスが存在している。ところが，物体

としてのコンパスの方はどこかに隠れてしまって見えないのである。仕方がないから私はコ

ンパスの代わりになるようなものを探し始める。このとき私の頭の中にはもう明確なイメー

ジは存在しない。そこに在るのは「何か良く分からないが，およそi直径3センチほどの円が

描けるものj という想いだけである。この想いから或るときはどンの蓋のイメージが産み出

されるので¥私は台所へ行き，棚を見まわす。適当な蓋が見つからないと，そのイメージも

消え失せて，代わりに血のイメージが浮かんでくる。そこで食器戸棚の中をかきまわず。

頭の中にイメージがあれば，それに合致するものを探すことができる。しかしイメージが

ない場合でも，何らかの「想しづがあれば，そこからイメージが産み出されるので，探すと

いう行為がなされる。行為が挫折すると，我々はまた別のイメージに従って行為を起こす。

これを「イメージの転換」と言う。そこには当然「イメージの逆転Jも含まれるだろう。転

換されたり，逆転されたりして，数多くのイメージが現れるが，それらを産み出した母体は

一つである。それは上の事例で述べた「想い」のことであるが，私は改まってそれを「観念J

と呼ぶことにしたい。勿論，我々の頭の中(あるいは心の中〉には様々な観念が在るに違い

ない。そして各々の観念が色々なイメージを産み出すというふうに私は考えている。

さて以上は方法の観点から言えば r私はコンパスを探Lている」という事例の分析に当

たるだろう。そこからどのような類推によって「理性に普遍的な秩序をこの現実の世界にお

いて探すべ《要求しているXJの正体が解明で、きるだろうか。

私がコンバスを探すとき，その行動を動機づけているものが私の心の中に存在してレる。

それはコシパスのイメージや同じ類のイメージを産み出す観念で、ある。同様にして人の理性

が現実の世界において普遍的な秩序を探すとき，それな動機づけている何らかの観念が私の

心の中広存在しているはずである。そして ζの観念が秩序に関係する様々なイ〆ージを産み

出しているに違いない。その実例を科学の歴史から探し出してみよう。

周知のとおり，コベルニクスは太陽中心説を主張して，それまでの地球中心説を覆した。

これを境にして宇宙のイメージが変わった。勿論，その後も宇宙のイメージは何度か作り変

えられたが，古代ギリシャから現代に至るtまで変わらなかったものは「宇宙は決lじてカオス

ではなし、。そこには普遍的な秩序が存在しているはずだj という想いである。これは入閣の
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心の奥深く食い込んでいる観念なのである。宇宙に対するイメージは変遷しても，字富に対ー

する観念は不変である。ギリシャ人は宇宙を「コスモス」と名付けたが，この言葉は元来

「良い秩序」とし、う意味である。

従って，理性の背後に在って，理性を動機づけているものは秩序の観念であると私は考え

る。

第八節観念，イメージ，概念

しかしながら，観念というものは一体何であろうか。

(実際， FJうし、かけることには際限がないかのようである。一つの閉し、かけが終わると，次の

問いかけが待ち受けている。それが片付くと，もう第三の問いかけが現れる。以下河様。こ

れは学問に携わる者全てが体験することである。これについて湯川秀樹はかつて「暗中模

索」としづ短文で次のような感既を述べたことがある o1科学の進歩はしばしば山登りにたと

えられてきた。それはしかし一つの高峰によじのlぎることによって終わるのではなレ。一つ

の高峰に到達して見ると，新しい広い視野が開け，それから先あるところまで、は順調に進ん

で行けるのが常である。しかし更に進んでゆくと，やがて行く手にー層高い山がひかえてい

ることを見出す。地上の登山者にとうてはエベレストは最高蜂であり"そtね:礼L以上高B九しい、山

いことがわカか、つているが，科学の探究者にはどこに最高峰があるかは，あらかじめ知Eらさとれ

てはいない。行けども行けどもはてしなか山脈が， どこかで終わって坦々たる平野区続4の、

か，それとも人智の力では超えることのできない絶壁にぶつかるのか，われわれはそれを知

らずに進んでゆくだけであるJ(創造への飛躍，講談註文庫，19'r'1生存， 57頁):a'表がち見、るBと

次々に問題を解決しているが，裏から見ると実は次々に問題を堀り起之しているだけ之、いラ

ことになる。〉

「観念」と混同されやすいものは，第ょ二・に「イメージj であり，第二に'<1概念Jであるb

英語では観念を ideaとb、う。英和字典で、その意味を調べてみるよ，

1) 一般的には，認識，考え，観念、知識

2) 印象，感じ

3) 意見，見解，信念

4) 計画，意国，おもいっき，もくろみ，趣向

的予感，直観，想像，幻想

6) 思想

7) 哲学的には，概念 (concept)

8) 音楽では，楽想，楽匂，音形(岳部r.e)

英語では概念、を conceptと言うので，その意味を調べてみたが， 1観念」が多様な意味をも

っているのに対して，こちらの方には唯一つ「概念」よLづ意味しかなかった。だから観念

の方が意味が広く，その眼定されたものが概念であるという感じである。

lmageについては以下のとおりであ・る。

1) 像， 肖{象，画像，絵姿，国対象，人形像

2) 聖像，偶像，

3) 形，姿、 (form)
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てはいない。行けども行けどもはてしなか山脈が， どこかで終わって坦々たる平野区続4の、

か，それとも人智の力では超えることのできない絶壁にぶつかるのか，われわれはそれを知

らずに進んでゆくだけであるJ(創造への飛躍，講談註文庫，19'r'1生存， 57頁):a'表がち見、るBと

次々に問題を解決しているが，裏から見ると実は次々に問題を堀り起之しているだけ之、いラ

ことになる。〉

「観念」と混同されやすいものは，第ょ二・に「イメージj であり，第二に'<1概念Jであるb

英語では観念を ideaとb、う。英和字典で、その意味を調べてみるよ，

1) 一般的には，認識，考え，観念、知識

2) 印象，感じ

3) 意見，見解，信念

4) 計画，意国，おもいっき，もくろみ，趣向

的予感，直観，想像，幻想

6) 思想

7) 哲学的には，概念 (concept)

8) 音楽では，楽想，楽匂，音形(岳部r.e)

英語では概念、を conceptと言うので，その意味を調べてみたが， 1観念」が多様な意味をも

っているのに対して，こちらの方には唯一つ「概念」よLづ意味しかなかった。だから観念

の方が意味が広く，その眼定されたものが概念であるという感じである。

lmageについては以下のとおりであ・る。

1) 像， 肖{象，画像，絵姿，国対象，人形像

2) 聖像，偶像，

3) 形，姿、 (form)
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4) よく似た人仁物]，生き写し

5) 象徴，化身，典型

6) 光学では，像，影像

7) 心理学では，心像，表象，概念 (mentalpicture， idぬ〉

S) 比ゆ的表現，形象，写像，イメージ

9) まぼろし，幻影

観念と同様，この言葉もいろんな意味せともっているが，その元の意味はめの f形，姿Jであ

り，ほかは全てここから派生したものである。そして注百すべきはりの f概念(idea)Jであ

る。なぜ、ならここで imag邑と ideaが重なるからである。突は， そのことはギリシャ語で

idea (イデア〉が元来「形，姿Jといラ意味であることな考えるなら，当然と言える。この

ことが観念とイメージとの区別をあいまいにしている理由であるが，私は前の節で両者の聞

に明確な区別せと確立することができたと信じている。

ここでは観念と概念との違いを考察しながら，あわせて両者とイメージとの関係も解明し

てみたいと患う。

第ーに，観念は心の奥深いところに隠れているように思える。そして，

a) これは人聞が生まれながらにして備えているもの，詰まり「先天的」あるいは「生得

的Jなものである。従って，

b) これは後から教育によって与えられたり，本人の経験によって獲得できるものとは基

本的に違っている。

c) これは明確な形をもたなL、から，そのままでは捕らえることができない。只ぼんやり

と感じられるだけである。

の その内容をストレートに言葉で表現することは先ず不可能である。そこで出来ること

は取り敢えず名前を付けて(例えば，時間という名前など)，これが逃げないようにしておく

ことだけである。時間主b、うものの捕らえ難さについてア今グスティヌスが述べた言葉は大

変有名で，時間について考察しようとする人は著書のどζかで、これを紹介するのが常であ

る。それによると， 下ではいったし、時間とは何でしょうか。だれも私にたずねなドとき，私

は知っています。たずねられて説明しようと思うと，知らないのですJ (告白，第十一巻十

四章，中央公論社，世界の名著14，414頁〉。それは全Lての観e念に当てはまると私は主張した

L 、。

e) 時間の観念や秩序の観念など様々な観念が心の奥深く存在しているように思える。

f) 観念、は心の奥深く揺れているが，眠っているわけで、はなく，常花我々を突き動かし，

我々の行動の動機として，あるいはものを見る視点として働いても、ると考えられる。秩序の

観念が間L、かけの動機になっていることは既に指摘したとおりである。

第二に，観念はイメージとして意識に支ち現れてくる。 r時の流一れj という言い方がある

ように，多くの人は時間の観念を)1'1の流れでイ〆円o/化する。ところが，一つの観念が只一

つのイメージに対応するとは限らなし、。むしろ多種多様・なイメージが?つの観念から産み出

される。かつてギリシャ人は時間の観念に円環めイメ→ジを使ιった。キリスド教においては

それは天地創造から始まって最後の審判に終わる有限な線分にほかならない。

美の観念ほど多彩なイメージを産み出すものは地に例を見ない。そのとと出これまでに描
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かれた絵画宏一部分で'も想い出すなら，十分に実証されるだろう。

観念をイメージ化している能力を想像力と呼ぶことができる。想像力の善し悪しには個人

差がある。そして良い想像力とは一つのイメージにしがみつくのではなく，イメージを次〉を

に転換して行く柔軟さに在ると思われる。

第三に，イメージの内容がきちんとした言葉で表現されたものが概念である。言い換える

なら，これは事物や事象の「定義」である。ニュートンは「自然哲学の数学的諸原理jにお

いて時間を次のように考えた(というのは彼はこれを定義群とは別の街所で述べているから，

これをニュートンによる時間の定義と言うわけにはし、かないが)， r絶対的な，真の，数学的

時間とは，そのものの本性から，外界のなにものとも関係なく，均一に流れ，別名を持続と

もL、し、ますJC中央公論社，位界の名著26，1971年， 65頁〉。同書においては最初に八つの定

義があたえられ，その第二は「運動量とは，速度と物質量とをかけて得られる，運動の足度

である」となっている(問書， 60頁〉。そこで，

a) 科学の専門分野で使用されている定義は術語 Ctedmicalt巴rm) と呼、ばれてrいる。こ

れを知らないと，専門外の者には専門家が書いたもの，あるいは彼が話すことは全《ちんぶ

んかんぶんである。だから専門家が専門外の学者や一般の人々を読者にしてオ立を書くときは，

なによりも懇切丁寧に言葉の意味を説明すべく心がけねばならなし、。私はこP学名寄誌でそーれ

を心がけたつもりではいるが， r未だ不十分Jと言われそうな気がしている。 C生徒や学生

で成績が良くない者について言うなら，殆どの場合自分が学んでいる教科の術語を L<:>;が勿

マスターしていないののが成績不振の原因になっているう。ともあれ，概念とはよぐ定義さ

れた言葉のことである。観念は「想Lづであち「感じ」であるからi 言葉以前ものものである

が，概念は言葉がなければ存在できない。

日概念は言葉によって造られQ。だから「後天的Jである。そのためた概念ぬ教える ζ

とができるし，学ぶことがで、きる。

c) 概念を造るどき，イメージを下敷きにすることが欠かせな白いo -i〆」ジIこもとづき，

与えられたイメージの内容を言葉で簡潔に表現すると，適:用範囲の広、も v概金ができるか穂、除

今まで「学問」とし、う名前で呼ばれているものの概念を造るべく頑張っているが)そeのj際赤ム

が下敷きにしてし、るイ Jージはそのように頑張っている私自身の姿で、ある。

言葉というものは大なり小たり何らかのイメ山ジを踏家え℃いる。あるいほその背後ごた，'1'

メージをもっていると言えよう。言葉を通じて背後のイメージが透けて克えると，言葉:の意

味は理解しやすい。 r本Jとか「山」など日常よく使われている言葉で、はイメージがはっき

りしているから，誰にでも意味がよ〈わかる。これに対して「観念j とか f概念」など抽象

的な言葉の意味はイメージが希薄で，あいまいだから，分かりにくい。

d) イメージから概念を造る能刀を私は「知f生Jとi乎ぶことにしたい。知性はそれ以外に

もこれらの概念を結合して推論zを行う。また別の言い方をするなら，知性とは言葉や記号の

意味を定め，それらを操作する能力である。

第九節真理について

我々入閣の心の奥深〈様々な観念が潜み，何やらうごあいて，外パ出ょうとじているかの

よ主従私には思える。掛念(idea)は理想(ideal)である。それは外へ也て，現実の世界の
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時間とは，そのものの本性から，外界のなにものとも関係なく，均一に流れ，別名を持続と

もL、し、ますJC中央公論社，位界の名著26，1971年， 65頁〉。同書においては最初に八つの定

義があたえられ，その第二は「運動量とは，速度と物質量とをかけて得られる，運動の足度

である」となっている(問書， 60頁〉。そこで，

a) 科学の専門分野で使用されている定義は術語 Ctedmicalt巴rm) と呼、ばれてrいる。こ

れを知らないと，専門外の者には専門家が書いたもの，あるいは彼が話すことは全《ちんぶ

んかんぶんである。だから専門家が専門外の学者や一般の人々を読者にしてオ立を書くときは，

なによりも懇切丁寧に言葉の意味を説明すべく心がけねばならなし、。私はこP学名寄誌でそーれ

を心がけたつもりではいるが， r未だ不十分Jと言われそうな気がしている。 C生徒や学生

で成績が良くない者について言うなら，殆どの場合自分が学んでいる教科の術語を L<:>;が勿

マスターしていないののが成績不振の原因になっているう。ともあれ，概念とはよぐ定義さ

れた言葉のことである。観念は「想Lづであち「感じ」であるからi 言葉以前ものものである

が，概念は言葉がなければ存在できない。

日概念は言葉によって造られQ。だから「後天的Jである。そのためた概念ぬ教える ζ

とができるし，学ぶことがで、きる。

c) 概念を造るどき，イメージを下敷きにすることが欠かせな白いo -i〆」ジIこもとづき，

与えられたイメージの内容を言葉で簡潔に表現すると，適:用範囲の広、も v概金ができるか穂、除

今まで「学問」とし、う名前で呼ばれているものの概念を造るべく頑張っているが)そeのj際赤ム

が下敷きにしてし、るイ Jージはそのように頑張っている私自身の姿で、ある。

言葉というものは大なり小たり何らかのイメ山ジを踏家え℃いる。あるいほその背後ごた，'1'

メージをもっていると言えよう。言葉を通じて背後のイメージが透けて克えると，言葉:の意

味は理解しやすい。 r本Jとか「山」など日常よく使われている言葉で、はイメージがはっき

りしているから，誰にでも意味がよ〈わかる。これに対して「観念j とか f概念」など抽象

的な言葉の意味はイメージが希薄で，あいまいだから，分かりにくい。

d) イメージから概念を造る能刀を私は「知f生Jとi乎ぶことにしたい。知性はそれ以外に

もこれらの概念を結合して推論zを行う。また別の言い方をするなら，知性とは言葉や記号の

意味を定め，それらを操作する能力である。

第九節真理について

我々入閣の心の奥深〈様々な観念が潜み，何やらうごあいて，外パ出ょうとじているかの

よ主従私には思える。掛念(idea)は理想(ideal)である。それは外へ也て，現実の世界の
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中で自己を実現したし、と熱望しているように私には思える。秩序の観念は現実の世界の中で

現実の自分自身と出会うことを念願しながら，理性にその探究を要求しているのではないだ

ろうか。

心の奥深いところにどのような観念が存在しているのか，その種類は私にはちょっと見当

がつかない。秩序の観7念が存在することは既に判官Jjした。時間の観念も空間の観念も存恋し

ている。ただし，時間と空間の観念は秩序の観念に包含される下位の観念だろうと夜、は考え

る。だから観念の中には基本的なものとそうでないものが在る。そして基本的な観念を要に

して下位の観念が配置されていると考えてよい。

そのほか美もまた観念の一種である。これは現実の中から自分自身を発見するというより

も，そういうものが有ろうと無かろうと，自己を創造しようと志す観念であるようだ。

プライドも観念の一種だと私は信じている。これは「高貴で偉大な私jを内容とする観念

である。しかし，現実の自分自身はどの角度から眺めても高実や偉大からひどくかけ離れて

いるから，これは自己形成を志す観念であり，その点では美の観念に似ている。

善が観念であるかどうか，今のところ私には判断が下せない。既に説明したように，観念

というものは生得的なものであって，教育などを通じて教えられる必要はない。そして人間

は観念を実現するために自発的にいろんなことを試みるわけで、あるo そのことを私は「観念

は常に我々を突き動かし，我々の行動を動機づけているj と表現した。観念のこうした特性

が善に対しても当てはまるかどうか，これが問題なのである。

「真，善，美j というふうに並べて語られる真理についてはどうであろうか。これは観念

ではないと私ほ断定する。なぜ、なら「真理(英語では truth)Jは「真ちある(英語では true)J

とし、う形容詞から派生した名詞であるからその性格は述語的であって，それ自体自立したも

のではなし、からであるo それは常に判断に関係して，判断の内容を評価する基準にほかなら

ない。例えば， r地球が太陽の回りを公転している」と L、う判断(もしくは，命題〉は真理

であると言うように。だから学問は真理そのものを探究しているのではない。むしろ学問が

探究していあの崎真理で、あるような秩序である。 r学問とは真理の探究であるJという言い

方は「当たらずとも遠かあず」ではあるが，しかし的には当たっていない。そうは言っても，

「真理の探究」という言い方は慣用句として十分に熟しても、るから，私はそれを退けてしま

うつもりは全くたい。今後私も同じ言い方をすることがあると思う。

真理についてほ昔から「対応説くcorrespondencetheory) Jと呼ばれて来たものがある。

これは「観念と事物どの一致を真理と言うJと主張する。この説には問題があって，必ず、し

も全ての哲学者に受け入れられているわけではないが，今のところ私はそれを是認したいと

思うーーもっとも今後問題点をよく検討して最終的な判断を下す必要があることは十分に心

得ているつもりでほあるが。

多外 最初に白状したように，我々の心の奥深

歩的 いところにどのような観念がどれほどの数

参 t止をなして存在しているか，私には見当がつ

令界 かない。とりあえず，それらをA" B'， C， 

A

B

C

D
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ていることは間違いないから，そのことを前頁のような函で示すことにしよう。

このような図を描くと，また問題が出て来る。理性，知性，意志，記1意，想像力，感情，

情念，知覚などの心的能力をどのように位置づけるべきか。つまり，どのようなイメージで

心の秩序を描き出すことがで、きるだろうか。こうして問題の種は尽きることがない。

これまで、私が多少なりとも取り扱ったものは理性，知性，想像力の三つである。既に述べ

たように，理性は秩序に関して間し、かける能力であり，知性はイメージを概念で表現し，こ

れらを結合する能力であり，想像力は観念にイメージを与え，またそれを変形する能力であ

る。

これまでは専らテーマを学問に限定してきたから，問題としては意識されなかったが，想

像力というものは単に学聞に仕えるだけではない。これは美の観念を実現する芸術において

は不可欠な働きをしている。また知性は学問だけで、はなく，技術においても大いに活躍して
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知識を獲得するから，部分的に限られた知識だけを見る限りでは，それが科学的な知識4であ

るのか，技術にだけ関係する知識なのヵ、区別がつかないと述べた。そのような知識の獲得

は知性の手でおこなわれるからJ知性を学問の領，域にのみ止めて置くことはできない。

以上の考察にもとづき，しかも

間違っているかも知れないという

ことを十分に承知したうえで，極

めて大胆な想定を試みるなら，私

としては先の図を下のように補足

したい。ただし aは想像力， b 

は知性とする。

正直なところ，美の観念に対し

て知性がどんな働きをしているの

か，私にはよくわからない。知覚

は心と現実が接触するところに位

置づけることができるから，これ

は全ての観念に共通するものであろう。そのほか感情や意志や記憶などをどのように配置す
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べきか。

感情についてはここで少Lだけ述べておきたい。多くの人は感情と理性を対立させて，そ

れを非合理的なものとみなす。しかし，これは誤りである。私はこの章の第二節で知的好奇

心が不安感情であることを明らかにしたが， r不安てで、あるJとし、寸う述語の主語は後で

たように理f性直でで‘ある。だから知的好奇心は理性の不安感情と言えるわけである。

感情は様々な事物や出来事に関してなんらかの情報を担っている。その限りで、感情は合理

的と言える。感情があたかも非合理的で‘あるかのように思えるのは，感情が我々に提供する

情報が暗号の形をしているために，なかなかその意味が解読できないためである。部えば，

ある本を読んで，人は「面白し、」と言い，あるいは「面白くなし、」と言う。しかし，どこが

面白いのか，あるいはどこが1面白くないのか，その説明を求められたら，大抵の人はうまく

答えることができない。また，ある理屈を聞いて， rどこかおかししづと感じても，どこが
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どんな具合におかし1，、のか， よく分からない，ので，反論のチ Tンスを逃がしてLまうことが

占くある。感情は事柄や出来事の全体像ーを一気lζ とらえる〈も Lお旦みなら，これを「直観」

と呼んでもかまわな』、〉。その捕【1らえ方時的確ではあるが，おおまかである。だから感情が

担っているイ費報を後でゆっくゆと分析し解読しなければならない。それをやらたゲ、人や山

や，ることが芳、きない人は感情を非合理的なものとみなして，それを理性に対立させるわけで

ある。それはともかくよして，私は知性や想像力と同じく感情を全ての観念に共通するもの

と考える。そしてこれを上の図の dに位置dけたし、と思う。

しかし，上の図を見て気にかかるのは理性の位置である。これを想像力や知性や感情や知

覚などのよタに観念の矢線と垂直に交わる一本の線に数え太れることはできない。これはそ

れら心的能力をも問いかけの対象とし，さらに秩序の観念によってのみ動機づけられ，し必

も自分:3;突き動かすこ・の観念さえも問いかけの対象に含める(すなわち，反省、的で、あ;る〉か

らで、ある。勿誌，理性はほかの観念についても「何であるカサと間し、かけτやまない。そこ

で払は理性というものは知性などのと荷列に並ぶものではなく，むしろそれらと交わり，それ

少を含みながら現実を呂指す観念の矢線全体であると考える。だから理性は或るときは知性

であり，或るときは想像力であり，また或るときは感情であり，また或るときは知覚である

というふうにな?ていると思う o 以上の考察を改めて図にしてみ~と，

湿性

8 秩

pn 

外

的

世

界

(図7)

以上めように理性は存在する.全て'のものを視野に収めようとする。もちろん，自分自身を

例外にする之とはできなし、o'理性出反省することができる。この点を見失うとき，理性に対

する'誤解が生まれるかたとえば，会理主義とは全てを数量化G， r数値でなにもかも討?算し

てしまうJことだという批判がそうで、あるく会忠雄次，合・理主義，講談社現代新書， 166貰〉。

あるし、J工科学的理性は要するに「二二三が四の理性jYこ過ぎなも、という批判もそう℃、ある

(唐木順三，朴の木s講談社学術文庫， 1977年， 42頁〉ρ これらにおいて批判きれて長、るのは

本当は理性ではなく.知性のほうで、ある"Lかしながら" ?-をラ卜ったこ」こをするφが知粧の

本来の住事なのである。知性には主人が必要で、ある 0' そして知性ば主人を選ばない。と霊会

よりは選ぶこιがで，きないJだ、から両刃の剣で、あるo 多く.の:科学批判が科学と技術を4区加で

きない之うに， :多 ¥172合理主義批判は理性と知世主乙区別tするミとができなふ。&
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理性を批判するときは，批判する主体が何であるかを拐確に自覚する必要がある。理性を

批判する主体として一体何が想定できるだろうか。もしそれを「感性」と言うなら，これが

どういう能力であるのか，それは心の秩序においてどう位置づけられるものか，そういった

問題に答える必要があるo それをしないで，あるいはそれができないで，理性を批判するな

ら，それは批判の名に値しない。

理性を批判できるものは理性だけである。そしてこの世で最も信頼できるものは自分自身

を批判することができるものだけであると私は主張したい。
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