
はじめに

今日の科学技術の成果が私たちの生活空間のほとんどを席巻し、有用性、

有益性が重視される社会において、ますます人文的教養が教育の現場から

隅に追いやられようとしている。しかし、はたしてこのような物欲重視の

価値観・人生観のみで私たちの未来は豊かなものとなるのであろうか。地

球環境の激変とともに深刻さを増してきた、エネルギー問題、食料問題、

国際紛争などに対して、即物的な対応のみを考えているだけでは真の解決

はますます遠ざかるであろう。

ここでもう一度、私たち哲学する者が常に問うてきた、「人間とは何か」、

「私たちはいかに生きるべきか」を考えたいと思う。そこでは今日の即物

的な思考ではなく、より包括的な、全人的な思考が必要とされるのである。

つまり、哲学は常に、自己の有限性を忘れず、批判（超越）的に物事を考え、

対象を多面的に捉え、他者の声を聞き取る等により、物事を本質的・ロゴ

ス的に捉えることを心掛けてきたのである。

本書は、このような喫緊
きっきん

の問題を視野に置きつつ、若いみなさんに物事を

深く考えるきっかけを提供し、今日の即物的な社会に警鐘となることを願い

たい。そこで執筆に当たっては、大学教育の現場で学生とともに考え、「哲学

すること」のあるべき姿を模索してきた哲学研究者に、それぞれの専門領域

から上記の諸問題に対する考察と叙述をお願いした。よってそれは目次か

ら明らかなように、真・善・美・聖という人間存在の包括的な領域に対しての

哲学的なアプローチを目指すものであり、それぞれの領域がその独自な論

理的展開をすることにより人間存在全体を顕わにしようとするものである。

なおこのたび、突然の執筆のお願いにもかかわらず、それを心よく引き

受けてくださった先生方に感謝すると同時に、本書出版の企画、原稿の校

正に対し、適切なアドバイスをしていただいた弘文堂の世古宏氏に心より

お礼申し上げたい。

2016 年 2 月

執筆者代表 石浜 弘道
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本章のねらい

哲学とは何か。「哲学する」とは私たちの思

索をどのように深めることなのか。そのための

方法はどのようなものかを考える。哲学の原点

「汝自身を知れ」と「無知の知」に立って、自己

自身について深く思いを巡らすとともに、私た

ちの知そのものの危うさの自覚とその可能性を

考察することを通して「哲学（愛知）」の精神を

考えたい。

さらに哲学は「無用の用」と言われ、直接「役

に立つ」という世界からはほど遠いのである。

だが、その「即有用」「即有益」から距離を置く

ことで、私たちが本当は何を大切にしなければ

ならないかを、哲学は気づかせ、それへの一歩

を促してくれるのである。



1 哲学すること

A 自分で考える

［1］汝自身を知れ

「哲学 Philosophie」は学ぶことができない、学ぶことができるのは「哲

学する（こと）philosophieren」だけである、と語ったのはカント（Kant, I.）

である。しかしカントはこの「哲学すること」とはどういうことなのかに

ついて、彼は「理性の能力を練磨すること」としか語っていない。確かに

哲学は他の諸科学のように、有名な哲学者の思想や言葉を暗記したり理解

することのみではその本来の姿からほど遠いように思われる。

ではいったい哲学を学ぶということはどのようなことなのであろうか。

それを明らかにする糸口は、ソクラテス（Sōkratēs）が自己の哲学の拠りど

ころとした格言「汝自身を知れ」にあると考えられる。

私たちが外の日常的世界への関心や考察からその眼を自己自身に向けた

とき、

私の知識は本当に正しい知識なのだろうか

私は何ができ、何ができないのか

私は何を本当に望み、どのように生きたいのか

今、何をしなければならないのか

心から納得のできる生き方とは何か

自分にとって本当の幸せとは何か

私はどこから来て、どこに行くのか

私とは何か

といった自分自身に深く関わる、しかし答えがなかなか見つからない問

いが次々と現れてくる。「哲学すること」の第一歩は、このように自らの問

題、疑問、そして臆見
おっけん

（思い込み）についてあれこれ考えるということであ

る。

つまり、私たちがそれを当然・当たり前のこととして見過ごしてしまっ

ていて、ことさらそれを確かに知っているかどうか問うことも問われるこ

ともない。だが、私たちが生きていくうえで必ず直面するこれらの問題に
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ついて、その答えがすぐには見つかりそうもないが、簡単にはあきらめず

にあれこれ考えてみることである。

［2］無知の知

しかし、これらの問いに適切に即答できる人は稀
まれ

であろう。ここからソ

クラテスは「無知の知」という考え方に到達した。これらの問いに関して

は日常的にいろんな答えがあろう。しかしこれらに十全に答えることがで

きないということに気づいたソクラテスは、これらのことを実はよく知ら

ないということに気づいたのである。つまり、自分が知らないことさえ知

らないという単なる「無知の無知」ではなく、自分は本当のことはよく知

らないことに気づいたのである。つまり「無知の知」である。

ここに「哲学すること」の内実がある。それは私たちが当たり前と思っ

ている日常的な考えや知識に対して、懐疑や批判という形で、その背後に

隠れている本当の存在を気づかせる働きである。

つまり、哲学は富や快楽の追求が人生で最も大切なことでなく、それ以

上に重要な・大切なものが人生には存在するということを教える。

権力欲に没頭し、支配力や派閥に心を奪われ、政治的な力で万事が解決

できるかのように思う者に、そうではないことに気づかせる。

科学を万能のごとく信じ、科学で社会や人生の諸問題が解決できると思

い込む者に、あるいは社会秩序の変革や破壊をもってすべてを解決できる

かのように考え、最良の社会秩序が出現すれば、魂や自己の問題も解決で

きると考える人に、そうではなく、科学の進歩や社会変革で解決できない

問題がいくらでもあることを自覚させる。

宗教で世界を救うことができると考えている人に対して、多くの宗教が

存在し、あるいは無神論者の立場に思いを向けることで、自分の信じてい

る宗教のみが唯一の正しいものではないかもしれないということを考えさ

せる。

「哲学すること」はこのように、日常の世界で当然・当たり前と思い込ん

でいることに、本当のことは実はまだあまりわかっていないと気づかせる

ことである。そして自分の考えは一面的であり、別なもっと大事な、本質

的なものが人生にはあるということに気づかせることである。
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では私たちはどのようにして、真実の知に向かうことができるのであろ

うか。それが次の段階として、哲学の歴史にその足跡を残した知の巨人た

ちに学ぶということである。

B 他者の立場になって考える

［1］哲学史に学ぶ

自己の問題についてあれこれ考えることは、「哲学すること」の第一歩と

してぜひとも必要であるが、それだけでは、その思考内容が深まっていく

ことは難しい。ここで答えが見つからないことに苛
いら

立
だ

ち、哲学することを

あきらめる場合が多い。しかし、そこで自己の思索を深めるうえで道案内

となるのが、過去の哲学者の思想である。哲学史に登場するような人物は、

自らの人生をかけてその運命的なテーマに没頭し、彼らなりの成果（哲学的

な答）を獲得している。哲学史は彼らの思索の営みとその成果の歴史でも

ある。

そこで私たちに必要なのは、このような哲学者たちの思索の歩みとその

深化である哲学史を学ぶことである。それは哲学思想の系統だった深化の

歴史を知ることでもあり、同時に哲学の思索を深めるうえで必要な専門用

語の修得ともなる。後者については、特に「哲学概論」的な書物によって、

哲学の主要な研究テーマを哲学の歴史を横断して体系的に学ぶことができ

る。これまで大学で哲学を受講する場合、伝統的に哲学の歴史や概論の学

習が中心であった理由はここにある。自己流の理解になりがちな独学を避

けるためにも、専門の哲学の訓練を受けた教員より基礎をしっかりと学ぶ

ことは必要である。

さらにその中で自分の納得できる、あるいは尊敬できる哲学者の思想に

出合った場合、その哲学者の書物をじっくりと読み込むことが重要となる。

そうして、その哲学者の思想によって自分の思索を深めていくのである。

ただ、ここで注意しなければならないのは、まずその哲学者の語ってい

ることを全面的に信頼するということである。そしてその内容を正確に理

解することである。このことがないと、独学的に、自己流に、自己のレベ

ルでその哲学者を勝手に理解してしまって、自分を彼らの思索のレベルに

引き上げることができない。つまり、その哲学者の思想を深く理解し、自
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分のものとすることができないのである。少し大げさではあるが、その哲

学者になりきると言ってもよいであろう。

［2］批判的考察

そして次のステップとしてその哲学者の思想を客観的に見るということ

である。つまり全面的な信頼の立場から、距離を置き、批判的な立場で見

るということである。その哲学者への盲目的な信頼からは模
も

倣
ほう

以外の何も

生まれない。真の哲学的創造はその哲学者と批判的に対決することで、そ

の思想の豊かさと特徴を知り、同時にその限界を知ることである。

近世の哲学者・デカルト（Descartes, R.）がこれまでの哲学や科学、伝統、

常識、宗教など、すべてを懐疑に付し、そこから新たな哲学が生まれたよ

うに、批判（懐疑）のないところには、哲学の新たな深まり、自己の独自な

発展はない。そこにあるのはただ、過去の偉大な思想の焼き直し、模倣、

表面を変えただけでその内実は変わらない、哲学の亜流（エピゴーネン）で

しかないのである。

真の哲学的思索の発展、その実り豊かな深まりは、たえざる批判の営み

を通して生まれるのである。こうして過去の哲学者たちの思想を自己のも

のとすること、同時に対象化して捉えること、このことが自己の思索がた

んなる主観的な思想の遊戯に終わらず、歴史を貫くある種の客観性を獲得

する道である。

C 自分で生きること

［1］知と行の一致

ここに自分なりの哲学的思索を始めたとしても、それが単に自己満足的

なものではなく、歴史の審判に耐えうる主体的な真実となっているかどう

かを確証することは不可欠である。そのためには、ソクラテスの「無知の

知」の精神に返り、自らが獲得した知が真実かどうか再度批判（懐疑）し続

けることが必要である。

そして、さらにその獲得した知をその実践によって吟味することはいっ

そう重要である。古賢の言葉に由来し、ソクラテスの哲学的精神でもあっ

た「知と行の一致」という生き方がそれを可能とする。
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私たちは自らが獲得した哲学の思想に満足するだけではいけない。また

それは知的な領域のことであり、その実践とは無関係であると考えるだけ

では、たんなる知的遊戯・趣味になってしまう。私たちはその内容を自ら

の人生において実践しなければならない。これが他の学問と哲学との大き

な違いであり、哲学が困難な学問である理由もここにある。少し大げさな

表現で言えば、哲学する者には自らの獲得した知・思想に殉ずる覚悟が必

要なのである。

［2］科学知と哲学知

この点についてヤスパース（Jaspers, K.）は、哲学者ブルーノ（Bruno, G.）と

科学者ガリレオ（Galileo Galilei）の例を引き、哲学と科学の知に対するそれ

ぞれの態度の違いを述べている。

宗教裁判の法廷でブルーノは自己の哲学的な確信を撤回せず、殉教者と

しての死を遂げた。これに対して、ガリレオは地球が太陽の周りを回って

いるという自己の学説を撤回した。前者は撤回によって損なわれてしまう

真理（哲学知）であり、後者は撤回しても損なわれることのない真理（科学

知）である。

つまり、ブルーノの真理は、「私」がそれに基づいて生きる真理は、「私」

がそれと一体となることによってのみ存在する。それは歴史的なものとし

て現象するものであり、客観的な言表可能性という点では普遍妥当的でな

いが、しかし無制約的である。

無制約的とは科学的にはその正当性を論証できないが、それを前にして

それ以外に選択の余地がなく、無条件にそれを選ばなければならない、自

分にとっては避けることができない最高の要求である。たとえば、神の召

命に無条件に従わざるを得ない旧約聖書の預言者の場合である。

これに対してガリレオの真理は、その正しさを「私」が証明することの

できる真理は、「私」自身なしにも存立する。この真理は普遍妥当的であり

非歴史的、無時間的であるが、無制約的なものではなく、証明可能な正し

さのために死のうとすることは無意味である。

前者の哲学的真理は私たちがその獲得した思想・信念を自ら実践するこ

とによって真理・主体的な真実となるのである。ただ近年、哲学が多岐に
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発展し、科学哲学のようにその真実を自らの行為で確証する必要があまり

問われない分野もある。

［3］哲学の運命

さて、ここに哲学を志す者にとっての最大の試練がある。それは権力者

のいかなる抑圧、暴力にあっても、決して屈せず、媚
こ

びず、妥協せず、恐

れず、誘惑に抗して、自らの確信した真実の道（真理）を突き進むという、

できれば避けて通りたい運命である。それは真理への勇気である。哲学者

は常に問われている、常に期待されている。彼は真実と確信するものを、

たとえ孤独にあっても叫び続けなければならないのである。

では哲学には救い（癒し、平安）はあるのであろうか。哲学者の語ること

が国家の指導者や民衆によって支持され、社会が変わることがあるだろう

か。あるいはその努力が神という超越的な存在により報われ、この世での

幸福や天国への道を約束されるのか。おそらく哲学する者は、そのどちら

をも期待しないであろう。なぜなら哲学する者は政治家や宗教家のように、

このようなことを第 1の目的として真理を追究しているわけではないから

である。

D 哲学（愛知）

そのことは哲学の語源「φιλοσοφíαフィロソフィア愛知」ということか

ら考えても当然である。哲学の語源であるギリシア語のフィロソフィアは

フィロス（愛）とソフィア（知）からなり、「知を愛すること」という意味で

ある。この言葉を初めて訳した明治時代の洋学者西
にし

周
あまね

は、その原意にそっ

て「希賢学」とも訳している。哲学は、純粋に、徹底的に、献身的に、知

（真理）を愛し追究するという知への果てしない渇望なのである。

つまり、実用のための手段として知が必要というのではなく、ただひた

すら知（真理）を求めることだけが目的なのである（純粋）。また、途中でそ

の追究をあきらめたり、外的圧力によって妥協することなくその信念を貫

くことである（徹底的）。その真理に生きることで、自己の存在が危うくな

ることがあるかもしれない。しかし自己の生命よりもその真理を貫くこと

を優先し、無条件に知（真理）を求め続けることである（献身的）。それはソ
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クラテス裁判のように、しばしば自己の人生を賭して、その真理に殉じる

生き方が要求されるのである。

2 真とみなすことの諸相

A 感覚の確かさ

次の哲学の主要なテーマである、「真である」「確実である」「確かに存在

する」ということはどうして可能かを考えてみよう。たとえば、手で触れ

ることができるものなど、五感（視、聴、嗅、味、蝕）で捉えられるものは確

かに存在するとすれば、反対に五感で捉えられないものは不確かなのか。

つまり、前者は間違いなく存在し、後者は存在しないということか。ある

いは、感覚的に確かと思っているものも、実は感覚の錯覚かもしれない場

合がある。私たちの感覚は、味覚の場合、子どものときと大人になってか

らとは全く異なっていることに気づく。子どもの頃、甘いものが大好きだ

ったのに、大人になるとビールなど苦いものが好きになったりする。確か

だ、変わらないと思っていた感覚も変わっていくのである。

では感覚では捉えられない事柄はどうか。「確かである」ことの基準を

「普遍妥当性」に置くのが一般的である。「普遍妥当性」とは、いつでも、

どこでも、だれにでも当てはまる、納得する、通用するということである。

これは強力な根拠とはなるが、しかしそのためにはすべての人に、その事

柄について経験してもらって、納得するかどうかを確認しなければならな

い。しかし人類すべてに対してそのようなことを行うのは、実質的に不可

能である。ではどうやって私たちは、この「普遍妥当性」を主張できるの

だろうか。

感覚の確実性という基準のみを確実なことの基準として絶対視すると、

宗教の神や善悪などの道徳的な原理は不確実なものとなってしまう。

神や善悪は目で見ることができないから存在しない、想像上の産物と考

える人がいるかもしれない。しかし、感覚の対象とならないもの、神的な

存在を支えとして生きている人は多く、善悪の基準に従って行動するのが
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一般的である。ではこの感覚の対象とならないもの、哲学的に言えば形而

上的な存在についてはどのように考えたら良いのであろうか。

1つ確かなことは、これらは科学的なものとは全く異なるということで

ある。科学はその前提に感覚知を有し、それをある種の方法で「普遍妥当

性」へと高め、そのことによって歴史を超えてすべての人に妥当するもの

となった。今日、ニュートン（Newton, I.）の物理的世界観を基本的に疑う人

がいないのはそのためである。しかし前述した神の存在や善悪という宗教

的・道徳的世界についてはどうであろうか。そこで科学的枠組みとは異な

る枠組み、つまり感覚知や「普遍妥当性」とは異なる捉え方が必要となる。

このような領域における真理は他のもろもろの真理とどのように異なる

かを明確に分類して示したのがカントである（『純粋理性批判』）。

彼はまず、私たちが「真とみなすこと（Fürwahrhalten）」（「確かであること」）

を大きく 2つに分ける。思い込み（Überredung）と確信（Überzeugung）であ

る。前者はその根拠が主観的であり伝達不可能である。ベーコン（Bacon,

F.）のイドラに近いものである。後者は、その根拠が客観的であり伝達可

能である。

B 思い込み

ベーコンはイドラ（idola，偶像）に 4種類あるとして、人間が宿命的に持

っている思い込みについて語る。

● 種族のイドラ 人間という種族が持っている感覚の錯覚。［例］地平線上

の太陽は大きく見える

● 劇場のイドラ 学説や権威、伝統を無批判に信じることから生じる偏見。

［例］天動説

● 洞窟のイドラ 個人の性癖や受けた教育、経験によって、物事が洞窟か

ら外を見るように狭く歪んで見える。［例］北朝鮮やイスラムは怖い（一

方的な情報）

● 市
いち

場
ば

のイドラ 人間同士の交わりにおける、言葉の不正確な使用や誤っ

た定義によって生じる偏見。［例］振り込め詐欺
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