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はじめに

——個人的なことから

【発表者の研究テーマ】

�西田幾多郎と田辺元の「数学的関心」
�その際彼らが参照していた同時代の西洋数学基礎論

（所謂数学基礎論、初期現象学、新カント学派…）

→ 1910年から1930年までの田辺（特に数学）を研究

→「種の論理」以後、
つまり所謂「田辺哲学」は未検討
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はじめに

——個人的なことから

�今回の『渦動する象徴』には、田辺の数理哲学を主題
とする研究は収録されていない。

Ø村井則夫「図式から象徴へ」
→微分とデデキント切断（pp. 84-87）

Ø立花史「田辺元における芸術作品の認知的価値」

→個と切断（pp. 146-147）

�たまたま発表者は、本論集の「校正」と「索引作成」
という形で、編集の末端に携わる機会に恵まれた。

→今回は、個別論文の立ち入った検討ではなく、
田辺哲学研究という観点から本論集の意義について

書評を行い、そこから問題を展開させてみたい。
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本発表の流れ

１ 本論集の特徴

３ 自説の提示

２ 問題提起

『渦動する象徴』
の書評

本発表の題名とも
絡めて…

描き出した特徴を
元に問題を提出
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１ 本論集の特徴
——田辺哲学研究史上の意義
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国内における
田辺哲学の
研究論文集

【参考】

� 特輯田辺哲学『科学ペン』（科学ペンクラブ、1941年）

� 『田辺哲学』（弘文堂、1951年）

� 田辺元の哲学『理想』（理想社、1963年）

� 田辺元博士追悼号『哲學研究』（京都哲学会、1964年）

� 『田辺元 思想と回想』（筑摩書房、1991年）

� 『田辺哲学とは』（燈影舎、1991年） ※『田辺哲学』の再編

� 田辺元の思想—没後50年を迎えて—『思想』（岩波書店、2012年）

� 『渦動する象徴 田辺哲学のダイナミズム』（晃洋書房、2021年）

→国内の研究論集としては実質的には３冊目という位置づけ
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本論集の特徴

A) 直弟子世代から「歴史的な距離」をもって、
田辺を評価している

B) 多様な観点から「渦動」の一動点として田辺
を論じている

C) 田辺哲学の可能性を指摘しつつ、その展望を
示唆している
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本論集の特徴

Ａ）直弟子世代から「歴史的な距離」をもって、
田辺を評価している

• 「門下の人々の頌徳碑的な讃辞または解説を除き、客観的な
いし批判的観点に立ったものは、おおむね田辺哲学の結果の
攻撃に終始している傾向がいちじるしい」。

Ø家永三郎『田辺元の思想史的研究』法政大学出版局、1974年、p. 
324。

• 「戦後四〇年から五〇年を経て、ようやく西田の哲学や京都
学派の哲学が、同時代の人たちの思い入れや、逆にそれに対
する反発から自由になり、客観的な研究の対象とされるよう
になった」。

Ø藤田正勝『日本哲学史』昭和堂、2018年、pp. 376-377。
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本論集の特徴

Ｂ）多様な観点から「渦動」の一動点として
田辺を論じている

• 「渦動はそれが触れたもの全てを巻き込んでいく。つねに外
を内、内を外へと転じ、全てを反転させつつ動いて止むこと
がない。〔……〕どの論考も、それぞれの持ち場から田辺哲
学の全体に向きあい、その向きあい方を反映させる形で個々
の主題に取り組んでいる。〔……〕どの場所からでもこの渦
に触れ、それに動かされて自ら動く者の動きには、この渦の
無窮の動性が「微分的」〔……〕に体現される」。

Ø杉村靖彦「はじめに」、p. iv-v。

→ 論者・読者に対して「渦動における一動点」となることを
要求する側面が、田辺哲学にはある。
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本論集の特徴

Ｃ）田辺哲学の可能性を指摘しつつ、その展望
を示唆している

• 「哲学・思想研究者たちの間で曲がりなりにも一定のイメー
ジが共有されてるような段階」にまで到達しているとは言い
難い（p. ii）。

• 「田辺の議論を別の文脈に乗せたり、別の言葉で語り直すと
いうこと」の必要性が明確に志向されている（p. 55）。

Ø「思想史の中での田辺哲学の可能性」（「第二回座談会」）

Ø「第Ⅴ部田辺哲学の今日的可能性」
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２ 問題提起
——田辺哲学の研究に纏綿する問題
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これまでの
田辺哲学研究
における問題

「田辺の議論を別の文脈に乗せたり、別の言葉で

語り直すということ」（p. 55）。

↑
�戦時下という時局の問題

�奇怪なまでの難解さ

→ 断片的に田辺のテクストを検討する中で得られる

印象によって、哲学的妥当性についても色々と疑問が

拭えないまま何らかの「田辺像」が凝り固まってしま
い、それ以上の研究が進まないというケース。
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田辺哲学の
「語り直し」
のための
本論集の二つ
のアプローチ

�「媒介の哲学」の換骨奪胎的な再利用
「多分いろいろなところで、それぞれの人が自分な
りに田辺から受け取ったものを生かせる場面は沢山
あるのではないでしょうか。そういうやり方が、む
しろ意外に田辺に即した生かし方かもしれないとい
う気もしますね」（「第二回座談会」p. 59）。

Ø田口論文、マラルド論文

�他の哲学者と並置する比較研究
（西田、九鬼、ハイデガー…）

Ø板橋論文、宮野論文、廖論文
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問題提起

�「媒介の哲学」の換骨奪胎的な再利用
←「田辺」に対する反射的なまでの拒否反応。
「〔……〕「西田やハイデガーと違って、田辺がこう
言ってます」ではなかなか聞いてもらえないのですよ
ね」（「第二回座談会」p. 58）。

↔「田辺」という固有名を引き剥がしても可能な、
「媒介の哲学」という一つの哲学の形式的なモデル
ケースとしてしか評価できないのか？

�他の哲学者と並置する比較研究

↔ 西田やハイデガーといった他の哲学者との参照
項、干渉関係においてしか評価できないのか？
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問題提起

「カント哲学」「ヘーゲル哲学」「西田哲学」
のように、「田辺哲学」を一つの固有名の哲学
として評価することはできないのだろうか？？

→「換骨奪胎」「比較研究」という指針に加えて、
「田辺元」という人を離れない「田辺哲学」という

一つの像を提示していくことが必要ではないか。
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３ 哲学史家としての
田辺元の可能性

——固有名の哲学としての「田辺哲学」像の
提示、その一寄与の試みとして
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学生時代の
田辺の哲学史
的研究の態度

「田邊元君は明治四十一年の東京帝国大学文科大学
哲学科の卒業で、大学は私と同期である。〔……〕
同君は在学中から厳粛孤高、みだりに友を求めて談
笑に耽るやうなことはなく、学問の話以外は殆んど
雑談はしなかつた。そして、その日常の学修態度は
まことに真剣そのものであつた。聴講した主要な講
義は、書き取つたノートの内容を一々出来得る限り
原典に照し合はせて整理しておき、特に認識論など
は、純粋理性批判のレクラム版を手に離さずに持つ
てゐて、子細に引き合はせながら訂正してゐた。か
ういふ風であつたから、批評の眼識は日に日に高く
鋭くなつて、この人は学校に学問を習ひに来てゐる
のか、先生の講義を批評しに来てゐるのかわからぬ
やうなところがあつた」。

Ø藤原正「田辺元君の学生時代から」『全集』月報2、
1973年。
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晩年における
田辺自身の
「哲学史」に
対する所感

� 「いくら哲学概論を読んで比較研究しても何も出てこないし、
大して役に立たない。一つか二つ何かの手引に、まるで地図な
しには歩けないわけだから、ごらんになるのはいいが、まず哲
学史を研究するということが一層必要なのであります」。

Ø『哲学の根本問題』、岩波文庫、2010年、pp. 101-102。

� 「しかし、今日、最後に申したいことは、哲学史は自身が哲学
するときの、哲学的探究の手引であって、哲学史が自身の哲学
の代りにはならないということであります。〔……〕日本の哲学
をやる多くの人たちが、すぐれた能力をもっているにもかかわ
らず、哲学史に停滞して、哲学の歴史的解釈で能事終れりと
し、今日このところにおいて、われわれ自身ののっぴきならぬ
自己の問題というものを、回避する傾向があると思うからで
す」。

Ø同上、p. 108。
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田辺にとって
の「哲学史」

� 「過去の哲学史を了解し、それを自己に負はされたる伝統と
して体験しながら、同時に自己の現在の歴史的社会的位置が
課する所の実践を媒介として、此過去（伝統）と未来（実
践）との相対立する相対を止揚した現在の絶対反省が哲学を
成立せしめるのである。〔……〕哲学史即哲学といふのは此
謂である。これは唯過去の哲学の歴史を文献学的に探求し史
料を解釈して、時代の文化との聯関に於て叙述した哲学史が
直ちに哲学であつて、此外に哲学無しといふ意味ではない」
（『哲学通論』、全集３巻、pp. 425-426）。

過去の哲学

ex. ヘーゲル、ハイデガー
＝過去

絶対反省
＝哲学

過去の哲学 文献学的

現在の歴史的社会的
位置（実践）

哲学史
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田辺にとって
の「哲学史」

� 「過去の哲学史を了解し、それを自己に負はされたる伝統と
して体験しながら、同時に自己の現在の歴史的社会的位置が
課する所の実践を媒介として、此過去（伝統）と未来（実
践）との相対立する相対を止揚した現在の絶対反省が哲学を
成立せしめるのである。〔……〕哲学史即哲学といふのは此
謂である。これは唯過去の哲学の歴史を文献学的に探求し史
料を解釈して、時代の文化との聯関に於て叙述した哲学史が
直ちに哲学であつて、此外に哲学無しといふ意味ではない」
（『哲学通論』、全集３巻、pp. 425-426）。

→田辺にとって「哲学史」は
1. 哲学に代わることはできないが、

2. 哲学が成立するために必要で、尊重すべきもの

20/24



田辺の

に対する態度

「過去の哲学は歴史的に現在の哲学に発展し、現在の哲学
体系に媒介として止揚せられるばかりでなく、体系として
は現在の哲学と関係なしに其自身完結したものなることが
承認せられなければならぬ。若し唯歴史的に現在への発展
といふ見地からのみ観られるならば、却て歴史の対象とし
て独立せる体系であるといふ意味が見失はれ、単に現在の
哲学体系に止揚せられる契機に止まるものとなつてしまふ。
歴史を尊重することは却て体系としての独立性完結性を尊
重し、之を如何なる哲学体系にも（過去と現在とを問は
ず）十分に承認することを要求するのである」（『哲学通
論』、同、p. 427）。

→ただ「現在の哲学」における一契機としてではなく、
あくまで「独立性完結性」としての意義を重視する。

「過去の哲学」
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最後に
——「有からの創造」と田辺哲学、その研究
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有からの創造

�田辺は「過去の哲学」を引き受け、それを語り直
し、改変し、創造するという仕方で哲学を切り開
いていった。

�これは伝統的過去という「有」をそれとして保存
しつつ、しかし単に蓄積するのではなく、未来に
新たな哲学を形成していくための媒体として扱う
という意味で「有からの創造」と言える。

↔最も根本的なところから語ろうとする結果、一種
の「無からの創造」を問題にする西田とは対照的。
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有からの創造

�我々にとっては田辺哲学もまた「過去の哲学」。

�その意味でカント哲学や西田哲学のように一つの
「有」として、現在の我々に対して、緊張関係を
持って迫ってくるものであり得る。

�そうしたテクストという有に準拠して哲学研究を
行う限り、我々もまた例外なく「有からの創造」
を担っている。

田辺に準じて、「田辺哲学」という固有名の哲学

——あるいは一種の「有」——を

それとして可能な限り保存しつつ、

それを批判的に引き受けて、

独創的なものを生み出していくこと。

→この「保存」の方向性。
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