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<自然>と<人為>

一三木清覚書(二)-

津 田 雅 夫

(2005年11月訪日受理)
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(一)

岐阜大学地域科学部研究報告第14号(2004年3月)において｢『哲学的人間学(三木清)

覚書(一)』と摩して､三木の『哲学的人間学』の挫折をめぐって､未完に終わった｢歴史

的人間学｣の構想とそこに早まれた間膚性について検討した｡本稿での議論の出発点とし

て､そこでの暫定的な結論を改めて記しておく｡ほぼ以下のようになる｡

三木の思索は､『歴史哲学』から『哲学的人間学』への移行において重要な転回を遂げ

たと考えられること､そのことはとくに｢日常性｣としての自然概念の導入において顕著

にみられることを私は指摘した｡『歴史哲学』における｢超越的な主体的事実｣のうえに組

み立てられた歴史哲学の体系は､結局､三木自身の根本志向と敵願する性格を内在させて

いた｡彼が一貫して志向していたものは､あくまでも｢現実的人間｣の把握であった｡現

実性の概念把握は､｢超越的な主体的事実｣の上に築かれ得なかったのであり､そのことは､

三木の強調する人間存在の｢歴史性｣と｢パトス性｣がそこにおいて基礎づけされなかっ

たことを意味する｡

ここにおいて三木における思索の転回が生じる｡それは広義での<自然への回帰>であ

り､具体的には｢日常性｣の概念の導入であった｡彼は『哲学的人間学』の草稿において､

歴史性についての従来の自己了解を覆す｡これまでの歴史哲学の｢アポリア｣を､なによ
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りも日常性の拒絶のうちに見る｡歴史性と日常性とが対立的に捉えられていたことを(自

己)批判して､新たにその統合が求められる｡｢世界歴史性｣ではなく｢日常性｣を含む､

｢人間的自然の一般的な根本的な規定が歴史性｣であり､｢人間的自然は歴史的自然｣であ

ることが重視される(『三木清全集』第5巻82～3頁[以下､巻数と真数のみを記す])｡

三木の歴史哲学が目指していた｢文化の創造｣という根本課題も､したがって､位置づ

け直されることになる｡｢日常性から切離された抽象的な文化主義｣が否定され､｢文化は

日常性を得ることによってその意義を完うする｣のであって､｢寧ろ日常性が人間の実生活

として歴史の目標であるべき｣であるとされることになる(5-93)｡しかし同時にまた､日

常性はそのままに肯定されるわけではない｡日常性の直接的･即自的な受容はむしろ拒絶

される｡目指されるべきは､｢日常性の批判｣という<日常性の変革>という道を通じての

｢文化の創造｣である｡それは文化の批判的な創造の営みである｡

ここにおいて三木の思想課題は､｢日常性のうちに歴史性を明らかにする新しい日常性

の哲学｣の樹立として定礎される｡したがって､それは｢日常性の歴史哲学｣と名づけら

れるべきものとなる｡この｢日常性の哲学｣という構想は､しかし､その実現に向けて多

くの理論的困難を抱え込むことになる｡そのことはまず､日常性の基底をなす<自然的な

もの>の理解において現れる｡

たとえば三木は､『哲学的人間学』最終章の第5章｢人間存在の社会性｣で､｢社会は人

為でもイデーでもなく､寧ろスピノザの云った如くどこまでも自然物res naturalisであ

る｡そしてスピノザが情念論を国家論の基礎としたように､社会は単にイデー的なもので

なく､却ってパトス的結合として考えられねばならぬ｣と述べ､日常性としての社会(=

世間)の実在性の根拠を､この｢パトス的結合｣のうちに解明しようとした｡しかし三木

の義論は､この｢自然物｣としての社会(世間)という方向には進んでいかない｡すぐさ

ま彼は前言を翻して､｢社会を単に自然的なもの､パトス的なものとして非合理主義によっ

て考えることも間違っている｣と主張するのである(同18-361)｡なぜなら､それでは｢個

人の自由と独立性｣が保障されないからであると云う｡

いったいなぜ｢スピノザの云った如くどこまでも自然物｣として社会を考え抜くことが

出来ないのであろうれ何が三木をして｢日常性の哲学｣を具体化することを阻んでいる

のであろうか｡あれほど｢パトス的なもの｣を強調しながら､何故にすぐさまそれを｢非

合理主義｣として拒絶しなければならないのであろうか｡そのような理論的な短絡を招い

ている介在要因は何なのか｡

(二)

前稿では､三木清における｢自然物｣としての社会(世間)や｢非合理主義｣としての
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｢パトス的なもの｣への拒絶についての疑問を提起しておいた｡本稿では､この指摘に深

く関わって､より広く三木における<自然>と<人為>の関係把握について､その解明の

ための辛がかりを考える｡

ここで考える素材としてまず取り上げるのは､三木清と高坂正顕との｢民族｣論争であ

る｡高坂正顕は1941年夏に｢民族の哲学｣を､同年秋には｢大東亜共栄圏への道｣を､ま

た､同年冬には｢戦争の形而上学｣を､それぞれ個別の論文として発表し､それらは纏め

られて､翌1942年4月に『民族の哲学』として岩波書店から刊行されている｡これらの論

文を素材にして二人は､雑誌『文芸』1941年12月号において｢民族の哲学｣と摩した対

談を行っている｡この対談は三木自身が｢論戦のつもりはないが､問題のありかをハツキ

リしようとしたものです｣と最後の発言でも述べているように､対立の所在を明確にしよ

うとした､きわめて興味深いものである｡

なぜなら､二人は共に西田幾多郎の云う｢世界的世界形成の原理｣による<世界史の立

場>を共有しつつ､また､そのうえで民族自立(独立)と東亜協同体との統一を志向して

いる点において共通しているからである｡その限りで彼らは､いわゆる京都学派の<世界

史の立場>を共に領有しているといってよい｡にもかかわらず､二人の論者の間には越え

られない対立の溝がある｡共通の立場をもつように見えて､いったい何故に深い対立の溝

が生じることになるのか｡

そしてさらに興味深いのは､この対立が､既に述べた三木の思索における閉居性を鋭く

明確にしてくれていることである｡先回りして云えば､ここで問われているのは､｢民族主

義｣という｢パトス的なもの｣もしくは｢非合理主義｣の評価であり､およびその仕方に

ついてである｡その評価に内在する<矛盾>は､三木において生じても､しかし高坂の場

合においては問題とならない｡なぜなら高坂の云う｢国家的民族｣において､こうした矛

盾の成立する余地はないからである｡いったい何が､この｢大論戦｣を産むことになった

のであろうれ

論争の対立点に入る前に､三木の主張する｢東亜協同体論｣について､少し言及してお

く｡彼が昭和研究会の名前でもって発表した二編のパンフレット(『新日本の思想原理』1939

年1月､『新日本の思想原理 続編一協同主義の哲学的基礎｢』1939年9月)の内容につ

いて､二人の論争に関わる限りで紹介しておく｡三木の東亜協同体論の核心は､以下の主

張に尽きる-

東亜の統一は欧米の帝国主義の覇絆から支那が解放されることによって可能にな

るのであって､日本は今次の事変を通じてかかる支那の為に表さねばならぬ｡もとよ

り日本が欧米諸国に代わってみずから帝国主義的侵略を行うということであってはな

らぬ｡却って日本自身も今次の事変を契機として資本主義経済の営利主義を超えた新

しい制度に進むことが要求されている｡資本主義の問題の解決は現在の世界のすべて
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の国にとって最も重要な課題である｡それ故に支那事変の意義は､時間的に云えば､

資本主義の問題の解決にあると云わねばならぬ｡かくして､時間的には資本主義の問

題の解決､空間的には東亜の統一の実現､それが今次の事変の有すべき世界史的意義

である｡(『新日本の思想原理』17-510)[以下､書体は現代表記に改めてある｡]

そして､こうした主張を支える思想的根拠が｢協同主義の哲学｣であり､その内実が､

彼の主張する｢形の思想｣という新しい<技術の哲学>だということになる｡そのさい留

意すべきは､西洋文化と東洋文化を融合した｢新文化の創造｣が､｢近代主義を超克すべき

新しい文化は､かくの如き技術を端緒として形の思想に導かれねばならぬ｣としても､し

かしそれは､｢西欧的な考え方の陥り易い技術主義に対しては､東洋の伝統的な主体的な見

方を生かすことによってこれを超えねばならない｣という点であり､それゆえ提起される

課摩は､｢形は歴史的なものでもあり､歴史的に変化し､発展するものであり､歴史的実践

的に作られるものである｡かくして新しい形の文化､新しい形の社会を実践的に作り出す

ことが我々の問題である｣ということになる(『新日本の思想原理 続編』17-558～9)｡

要するに､三木の提起した思想課塔は以上のような内容に尽きるわけであるが､しかし

間者は､こうした主張が､そもそも高坂の説く｢民族の哲学｣と何故に鋭く対立せざるを

得ないのかである｡なぜなら､一見すると両者の思考の間には､それほどの｢大論争｣を

産む契機が､ここには介在していないように思えるからである｡

三木の東亜協同体論は､確かにそれなりに広く社会的反響を呼ぶことになった｡ただ､

その反響なり､当時の論壇の受けとめ方は､かなり複雑かつ屈折したものであったように

思われる｡たとえば､三木自身も積極的に参画していた雑誌『文学界』(1940年7月号)

の座談会｢世界史と評論の閉居｣で､参加者の一人である亀井勝一郎は､当時｢盛んに論

壇を賑わせる｣東亜協同体論をテーマとした当座散会のなかで､｢決意｣や｢本音｣の意義

を強調する亀井が､三木の東亜協同体論を評して､｢東亜協同体論で三木さんは世の中をか

らかっているのじやないかとおもうのだ｣と述べたのに対して､三木は｢諷刺しか実際書

けないのだナア､もう少しすれば書けるようになるかも知れない｣と応えている(175)｡

ここで問われているのは､たんに三木が｢本音｣を語らず､ただ｢諷刺｣を書いて､｢世

の中をからかっている｣のかどうかといったことだけではない｡また､当時の論壇の受け

とめ方がそのような程度のものであったということを云いたいためでもない｡さらに付言

すれば､三木がその本音を語らず､結局は時局に迎合していったというような､三木清に

対する従来の歴史的評価を再確瓢したいためでもない｡明らかにしたのは､こうした言動

をさせている三木の思索そのものにおける<矛盾>を指摘することにある｡

(三)
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ここから三木と高坂の論争内容に具体的に入るわけであるが､高坂自身の主張そのもの

については､三木の反論を理解するために､必要に応じてその都度､指摘しておくに止め

る｡なぜなら論争は､あくまでも高坂の論文に対する三木の質問､より正確に言えば､詰

問のかたちを取っているからであり､三木の発言の意図を正確に理解するために必要にな

るからである｡

中心の論題となっているのは､国家と民族の関係をめぐってである｡高坂の言説は首尾

一貫している｡その主張の核心は､さまざまな民族概念を区別したうえで､世界史の主体

としての｢国家的民族｣の弁証および肯定にある｡｢歴史的現実｣における｢主体｣として

参与(参画)する特権的存在として､｢国家的民族｣の概念と､その特権的な主体性が打ち

出される｡それは｢自然的民族｣や｢文化的民族｣のもつ一般的な主体性のことではない｡

したがって､｢民族｣についての学問(=民族学)だけではなく､まさに固有の｢形而上学｣

が求められる'所以である｡

｢国家的民族｣は､したがって､｢絶対の権威｣を有する｡この場合､一般的な民族を

して｢絶対の権威｣を有する｢国家的民族｣として､｢世界史的民族｣にさせる契機は何な

のれ国家権威の絶対的な主体性は､形而上学的な次元において言わば自明の前提とされ

ているにせよ､しかし､いずれにせよ｢民族が具体的になったものが国家｣である以外の

ものではない｡とすれば､｢自己限定的な形｣(対談8貢)を取った｢実践主体｣として､

民族を｢国家民族｣たらしめるものは､それでは何なのか｡｢国家民族｣への転化の主たる

契機とされている要因は､たんなる政治的なカではない｡ここでは政治的闘争が政治権力

を生むという次元や論理は背景に退く｡

代わって登場するのは､むしろ｢文化｣である｡｢自然的民族は文化的世界性によって

否定的に媒介されて､始めて国家的民族となり得る｣(『民族の哲学』79貢)｡文化的な力

がここでは主たる契機とされる｡つまり､｢文化的世界性｣を媒介として民族は｢国家的民

族｣となるというわけである｡逆に云えば､ここから､すなわち｢国家的民族｣の現存在

から､｢自然的民族｣のr血の優秀性｣や｢文化的民族｣の｢文化的世界性｣が証明される

という論証の構造となる｡民族は｢国家｣となることによって｢始めて自己の現実感に到

達する｣(同33頁)であり､｢自然的民族及び文化的民族は､国家的民族の反映とすら言う

ことが出来る｣(同貢)のであり､その限りで言えば､ほとんど実体性のない､影の如き存

在に過ぎない-

神話はこのように国家民族に於て自己否定的契機を含み､或は学､或は芸術､また

法律等々として自己を客観化しながら､しかもどこまでも自己の歴史の源泉として､

歴史に先だっものたる意義を保存しなければばらない｡(同51頁)

血の優秀性が文化･国家の優秀性の素地としての意義があったように､血の純粋性
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は文化･国家の健全性の象徴として､或は力強さの象徴として意義を有つ｡(同83貫)

ここにおいて､民族と国家の接合について理解することができる｡つまり接合のための､

いわば接着剤として媒介的機能を､まさに｢文化｣が負わされているのである｡文化を媒

介にして民族と国家が接合され､そのうえで｢国家的民族｣の現存在を挺子として､今度

は｢自然的民族｣の｢血の優秀性｣や｢血の純粋性｣が､また､｢文化的民族｣の｢神話｣

の意義が､それぞれ論証されることになる｡そして､その結論は明白である-

世界新秩序の問題は､種々なる文化圏の､そのいづれが世界史の主流となるであろ

うかに関する､従って世界史的間居であるのである｡文化的に世界史の主流たり得る

であろうものが､世界新秩序の中心となるであろう｡(同91～2貢)

かくして｢世界新秩序の中心｣をめぐる､文明的制覇に対する｢世界史の審判｣は､｢た

だ歴史的現在を通じて象徴的に決定され行くのみである｣(同95頁)｡こうした循環的な論

証の構造によって､すべては｢象徴｣として現状追認的に肯定されていく｡その限りで､

彼の言説は一貫している｡ただ､ここで高坂の言う｢象徴｣の概念に一言､説明を加えて

おけば､彼の立場は｢歴史的象徴主義｣と称されるものである｡それは｢歴史的現実｣を

すべて｢象徴｣として読み込むものであって､｢人間歴史の発端と終局は歴史的現在に於て､

象徴的に解決される｣という立場であることを確認しておくに止める(同3頁)｡

(四)

それでは､こうした高坂における民族と国家との文化的接合､さらにまた､文明的制覇

の現状追認の循環的論証の構造に対して､三木はどのように対処したのか｡いったい何を

間摩にしようとしたのか｡一見すると､同質の論議世界にあるように見えながら､そして

また､議論の歩調を合わせながら､しかし同時に､｢大論戦｣として決定的に分岐するのは

どこなのか｡

結論を先に述べれば､三木の意図は国家･歴史と民族･自然との<切断>の意義を力説

するにある｡高坂の議論が､｢民族が具体的になったものが国家｣であり､｢国家的民族｣

の｢絶対の権威｣を説くのに対して､むしろ三木は国家と民族を分離し､｢国家的民族｣の

絶対的権威を相対化しようとする｡そのさい問題は､この分離もしくは相対化の挺子とな

るものを､いったいどのように考えるのかにある｡なぜなら､一見すると､民族国家の存

在は当然の前提であり､その権力･権威が強固であることは自明の事柄のように思えるか

らである｡高坂の議論も､まさにこうした自明性のうえに成立しているといってよい｡そ
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こを敢えて<切断>するとすれば､その挺子となるものは何か､また､その本来の意図は

何なのかが問われる｡

そもそも三木のこれまでの歴史哲学の展開を振り返れば､むしろ､歴史･文化･民族の

連続説の考え方に傾くように見える｡たとえ三木が､自らの歴史哲学を批判的に反省し､

｢文化主義的な歴史哲学への批判｣を強め､自己脱皮を図る過程にあったことを考慮する

としても､しかしその発言は､唐突なように思われる｡既に前稿で指摘したことであるが､

『歴史哲学』から『哲学的人間学』への展開が､こうした自己脱皮の試行であり､しかし

｢文化主義｣を否定した新たな｢歴史的人間学｣の構想が､その充分な展開をみることな

く終わり､結局は挫折したという点に､まさに閉居は関わっている｡こうした｢文化主義｣

を完全に払拭することと､ここでの<切断>の遂行とは､共通した思想的連関をもってい

る｡この関連性を明らかにすることが､ここでの課題である｡

三木の反論に立ち戻ろう｡三木の議論は高坂のものに比べて首尾一貫していない｡むし

ろ､矛盾を畢んだものとなっている｡一方で三木は､高坂と一致して､民族の神話を説く

民族主義や血の純粋性といったような人種理論を批判しながら､同時に他方では､彼はス

ピノザの自己保存(コナトウス)の概念を持ち出し､援用するかたちで｢自己保存の本能と

いうような一種の自然主義的な考え方を基礎にすることによって民族の思想が力強くな

る｣として､｢自然主義｣的民族理論に強い共感を表明する(対談9貢)｡すなわち､｢現在

の民族理論というものは､結局､マキアヴェリズム｣に過ぎず､ただ｢政治的な神話を創

り出すために使われている｣ことを承認しながら､しかし同時にまた､｢民族というものは､

歴史的に作られて現存する社会や文化を破って新しいものを生み出してくる根源的な自然

力と考えられる｣と述べているのである(対談17頁)｡

｢根源的な自然力｣としての｢民族｣とは､いったい何を意味するのか｡高坂が｢自然

的な力というのは怪しい､･･･[むしろ]歴史的自然｣であろうと述べ､もっともな訂正

的な批判に対しても､なおも三木は譲らず､｢歴史的自然というだけでは力がない｣と､敢

えて抗弁するのである(対談17貢)｡そして三木は逆に､従来の民族理論を否定･修正す

る高坂の｢新しい意味の民族｣の概念を否定し､それは｢民族の概念ではなく､文化の概

念｣が中心になっていくと批判し､高坂の媒介としての｢文化的民族｣を指して､｢君の考

えでゆけば､東亜民族とい[う]ような一つのものが出来てくる｣と椰輸して､高坂から

｢そのように考えるのは民族の否定だ｣と反論を受けている(対談11貫)｡

しかしながら､この三木の推測は単なる椰稔ではない｡むしろ高坂の議論が､文明的制

覇をめぐる戦争論を自明のこととして受け入れていく､その道筋を鋭く指摘したものとし

て考えることができる｡高坂は『民族の哲学』第3論文において､まさに｢戦争の形而上

学｣を論じ､｢戦争を通じて人間と国家の真理が明瞭となり､その形而上学的性格が啓示さ

れると共に､両者の媒介関係も浮彫り的となる｣(同147-8貢)と述べ､｢戦争は世界歴史

の決定者｣(同155頁)であることを力説する｡また､｢五族協和に立っ民族的国家｣をめ



38 津田雅夫

ぐる難問も､｢歴史的象徴主義｣の立場から｢民族は既に現に出来つつある｡かく考えるこ

とによって共栄圏の問題も矛盾なく解決されるであろう｣(同198頁)と結論づけられるこ

とになる｡

それに対して三木は､むしろ｢民族主義｣を肯定･擁護する｡その政治的意図は､さし

あたり次のような発言に明白である-

つまり民族主義は民族解放の思想として意義がある｡これは個人の場合でも､封建

的なものからの個人の解放を求めた場合､一種の自然主義思想が出てきた｡現代の民

族主義には植民地的状態からの解放を求める民族主義がある｡帝国主義的な体制にた

いして､それを打破ってゆく民族の自然的な自己保存､自己発展の意欲というものが

考えられる｡(対談17貢)

しかし同時に､こうした意味での､すなわち｢民族解放｣としての民族主義は､やはり

限界をもつと三木は指摘する｡そして､｢現代の民族主義的自然主義の解放思想としての意

義はあるが､それだけでは破壊的に止まって､建設的であろうとするには世界的な見方が

必要だ｣として､<世界史の見地>の意義を改めて強調する(対談18貫)｡民族解放とし

ての｢民族主義的自然主義｣の意義は､その限りで明快であり､また､高坂の言う｢文化

的民族｣によって接合された｢国家的民族｣の｢絶対の権威｣を相対化するために有効で

ある｡しかし､なお問題は残る｡

ここで､<切断>のより根底的な意味が問われなければならない｡いったい｢根源的な

自然力｣とは何なのかが答えられていない｡三木の曖昧さが生じるのは此処においてであ

る｡｢歴史的自然というだけでは力がない｣と断定し､｢自然と歴史の対立｣を強調するわ

けであるが､しかしながら､その｢対立｣そのものについて､三木が言っていることは､

さしあたり｢歴史的に創られたものを自然的なものが破ってゆく｡破っていくことにおい

てみづから歴史化されてゆく｡そういうように歴史化されてゆく過程において残余として

残ってゆくものを自然ということができる｣という程度のことでしかない(対談19貫)｡

｢根源的な自然力｣とは所詮､｢残余｣なのであろうか｡三木自身の意図においても､

そうではなかったはずである｡それでは､｢残余｣ではない｢根源的な自然力｣や｢民族主

義｣にポジティプに接近していく道は､三木に開かれているのか｡ここで改めて出発点で

ある<世界史の立場>そのものの検討が求められる｡

(五)

さしあたり｢自然主義｣の意義は､あくまでも｢文化主義｣との対置･抗争のなかでの
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ことであった｡すなわち｢従来の世界を批判的に否定して新しい世界を作ってゆく契機｣

としての｢政治的な概念｣としてのみ､その意義が認められた(対談21貢)｡しかし､｢自

然主義｣は単なる｢政治性をもった概念｣だけには終わらない｡

ここで二人の共通した論議世界である<世界史の立場>そのものについて､彼らの師で

あり､<世界史の立場>の創設者でもある西田幾多郎の見解とも関わらせて考えてみよう｡

三木と高坂の対立に関わる限りで云えば､西田の考え方の要点は､以下の発言のなかに尽

くされているように思われる-

此の国家主義を云う人に本当に国家主義の本質が掴まえられて居ないのではなかろ

うか? 今日は何でも世界と云うても悪く､世界と云う青葉さえ用いてはならぬ(笑

声)｡･‥｡此迄の世界は頭で考えられた世界であった｡‥･｡今日では我々はどこ

までも国家主義にならねばならぬと思う｡世界がレアールになったので､今日始めて

民族というものが本当に世界に出たといってよい｡･‥｡和辻君が日本人は昔からい

ろいろの文化を無造作にとり入れたがそれは危険がなかったからだと云われる｡誠に

そうであったであろう｡今日は世界がレアールになって居るから特にこう云う意味で

の民族主義が必要であると私は思う｡･‥｡さてそうなると日本は世界に於いて､只

特殊性･日本的なものの尊重だけでさ享いけない､そこには真の文化はない｡自分の作

ったものが自分と離れ公の物として我々を動かすと云う様に､日本文化は世界的にな

らねばならぬ｡つまり自家用の文化ではいけない｡自ら世界的な文化を造り出さねば

ならぬ｡之が最も緊要な事と思う｡｣(『日本文化の問題』(昭和13年京都大学月曜講義)

少し長い引用になったが､この発言には西田の意図が良く表されている｡この講演は､

後に拡大されて『日本文化の問題』として単行本として刊行されるが､この講義の方が西

田の気持ちをより直接的に表現している｡そしてまた､日本精神･日本主義が叫ばれ､｢世

界｣という表現そのものでさえも疑惑視されるような当時の時代や精神状況を背景に考え

るとき､この西田の発言は､ある歴史的な意義を持ったものと考えられる｡

ここで西田は､これまでの世界主義も民族主義も共に不充分なものであったと云ってい

るわけである｡なぜなら､世界が本当に｢レアール｣なものとなっていなかったからであ

る｡今日的に言えば､グローバル化していなかったからであり､<世界化>という巨大な

歴史的力が､一丸となって迫ってくるような状況には置かれていなかったからである｡そ

の結果､民族主義･国家主義もまた､比較的に安定した自生的発展を遂げ､それぞれの国

民国家を形成していったわけである｡しかし､歴史の状況は根本的に変化したのであり､

世界主義と民族主義の関係も根本的に考え直さなければならなくなった｡

民族主義が本当に｢民族主義｣として､その内実が問われることになって､その存続･

発展のための新たな質をもった形成が求められている｡それはもはや｢自家用の文化｣で
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は維持できなくなっている｡｢自ら世界的な文化を造り出さ｣ない限り､日本文化は日本文

化でさえも有り得ないことになった｡西田が｢最も緊要な事｣と説く所以である｡

後期の西田は｢歴史的生命｣を説き､｢作られたものから作るものへ｣を鍵概念として､

その議論を一般的･抽象的に展開させていったが､その具体的な含意の一つを､この｢自

分の作ったものが自分と離れ､公の物として我々を動かすと云う様に､日本文化は世界的

にならねばならぬ｣という発言のうちに見ることができよう｡ここにおいて､世界主義と

民族主義との新たな調和的形成の見地が打ち出されている｡それを西田は､｢世界的世界形

成の原理｣と名づけたわけである｡それは言わば､世界主義と民族主義との新たな<共存

>と呼んでよい｡あくまでもそれは､調和的形成の論理であって､たとえば後に『世界新

秩序の原理』(1943年5月､国策研究会)において､｢東亜共栄圏｣を弁証するさいにおい

ても､｢世界的世界形成の原理とは､万邦各々その所を得せしめると云うに外ならない｣と

述べているように､その基本的な姿勢を崩していない｡

この西田幾多郎のく世界史の立場>､すなわち､｢世界的世界形成の原理｣という調和的

形成の立場を背景に畢くとき､三木と高坂の論争の質､および､それぞれの立論の性格が､

より明確に浮かび上がってくる｡

(六)

ここでは高坂の位置づけには主題的に立ち入らない｡課題は､あくまでも西田と三木の

関係を明らかにすることにある｡共に｢世界的世界｣の形成の理解において､また､世界

と民族の新たな関係の構築が根本的に問われていることの状況認識について､両者の間に

相違はないように思われる｡旧来の近代世界における世界主義と民族主義との関係につい

て問題視する姿勢においてもー致している｡そして､日本精神･日本主義の声に対しても､

きわめて批判的であることにおいても違いはない｡むしろ三木は､西田への共感をより深

めていっている｡両者の間に違いがあるとすれば､歴史認識によるよりも時代状況への<

関与のあり方>に発する側面が大きいように思われる｡しかし同時に､その関与のあり方

が､彼らの思想を規定していく｡

両者の論調の展開を追っていくとき､その相違として明瞭になってくるのは､西田のい

う｢世界的世界｣の形成が､あくまでも調和的であるのに終始したのに対して､三木にお

いては､対比的に言えば､矛盾的形成の側面が顕著になることである｡ここでは世界主義

と民族主義との関係は､より鋭く矛盾的になっていく｡調和的形成は背後に退くことにな

る｡そのことは単に世界戦争が不可避であるといったことではない｡積極的に表現すれば､

形成の動力である矛盾を前面に押し出し､矛盾を<動態化>しようとしていると言ってよ

い｡西田の言葉を借りれば､絶対矛盾的自己同一における矛盾的側面を取り出し､展開し
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ようというわけである｡この矛盾の動態化が三木において､西田と異なる理論展開を措か

せることになる｡そしてここで､まさに解明しようとしている三木における歴史哲学の問

膚性があり､また､<自然>と<人為>の根本的な関係把握が問われてくる｡

世界主義と民族主義との矛盾的関係の動態化は､さしあたりまず､当時の三木の思想的

意図からして明白である｡それは硬直した国家観の克服という緊要の課題である｡世界史

的世界の調和的形成が世界的国家の自生的確立へと進むとすれば､矛盾的形成の強調は､

その前提としての国家観そのものの変革を求める｡高坂との対談にも顕著なように､なに

よりも三木は｢国家的民族｣を相対化しようと試みる｡世界史を形成していく主体として

の｢国家的民族｣とその｢絶対の権威｣の無条件の肯定を説く高坂に対して､三木はその

相対化を強調する｡

高坂の見地からすれば､三木の議論は民族の否定であり､国家の｢絶対権｣の否定であ

って､｢世界主義｣の立場としてのみ理解される｡それに対して三木は､繰り返し､｢民族

も世界史の中で考えられる｣(対談13貢)ことを説き､｢世界主義｣の立場を擁護する

究極は世界史の立場から見られるので､民族主義もそういう意味の世界主義までも

って来てその中で考えねばならない｡‥･｡そこは世界主義でいいんじやないれ(対

談13貢)

当面の議論の限りでの三木の意図は明らかであろう｡彼は国家の｢絶対権｣を無制約に

振り回すことを批判しているわけである｡ここで西田との関係に戻れば､むしろ問題は､

三木の｢世界主義｣の立場において､改めて｢自然｣の問題が問われていることにある｡

そのことは高坂との対談における､三木の屈折した発言のうちにも窺える｡彼は解放思想

としての｢民族主義的自然主義｣について語り､｢歴史的自然というだけでは力がない｣と

断言し､｢主体性というものの根底を自然の思想｣に求めることを強調する(対談17頁)｡

当然そこには､｢根源的な自然力｣との連関性が認められているわけである｡

しかし同時に､このことは三木自身のこれまでの多くの言説と駈願する｡彼はあくまで

も｢歴史的自然｣の立場に立っていたはずである｡自然そのものは､｢人為｣のための｢素

材｣であり､｢材料｣であり､結局は｢残余｣に過ぎない｡他方､西田の議論においては､

その思索の深部において､｢生命｣の概念が生きていた｡すべては<生命的自然>の展開と

して説かれることになる｡もちろん､歴史も例外ではない｡まさに｢歴史的生命｣そのも

のに他ならない｡しかし三木において､｢歴史的生命｣をめぐる思索は､その前面に出てこ

ない｡むしろ｢根源的な自然力｣の力説は､三木に新たな理論的課題として明瞭に自覚さ

れていったと考えられる｡

ここまでのまとめを付けておく｡これまでの議論からも､早過ぎた晩年の三木の思索に



42 津田雅夫

おける基本志向が､<自然主義>をめぐるものとなっていくことは必然的であったと考え

られる｡三木にとって克服すべきものと見えたのは､｢東洋的自然主義｣であって､自然主

義そのものではない｡むしろ東洋的自然主義を､その<自然主義>の方向において徹底し

ていくことが三木の中心的課題となるであろう｡『構想力の論理』および親鸞遺稿への展開

はこうした方向を示唆している｡
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