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「抵抗」としての茶
　　京都学派久松真一の太平洋戦争期における思索と活動

蒲生　諒太　立命館大学教育・学修支援センター

Tea Ceremony as Resistance:
+LVDPDWVX�6KLQLFKL¶V�7KRXJKW�DQG�$FW�GXULQJ�WKH�3HULRG�RI�WKH�3DFL¿F�:DU

GAMO Ryota

㸯㸬ኴᖹὒᡓதᮇࡢி㒔Ꮫὴஂᯇ

┿୍

　本稿の目的は京都学派の宗教哲学者であり、
禅者・茶道家として知られる久松真一 (1889-
1980) の太平洋戦争期 ( 戦前・戦中 ) における思
索と活動に焦点を当て、彼が時局にどのような
態度を取ったのか明らかにしながら、久松の「抵
抗」を描くことである (1)。
　本稿で取り扱う太平洋戦争期は西田幾多郎を
始めとする京都学派にとって激動の時代である
とともに、厳しさを伴うものであった。1942
年から 1943 年にかけて雑誌『中央公論』で京
都学派の高坂正顕、西谷啓治、高山岩男、鈴木
成高が集まり、「世界史的立場と日本」座談会
が３回に渡り行われ、1943 年に同名の書籍が
出版されている。京都学派 ( とくに「世界史の
哲学」を標榜する者たち ) と国家体制との接近
は論壇に留まったものではなかった。京都学派
と軍部との関わり等、戦前・戦中の政治的情勢
と京都学派の関係については大橋 (2001) が詳し
い。大橋によると、西田ら京都学派は軍部の脅
迫によってイデオローグとして体制に参加した
というより、国家を憂う気持ちから自ら進んで
戦争の中へと飛び込み、結果的に軍部に理論的

背景を提供してしまった。
　一方で西田らを皇道から外れる者たちと非難
した一団がいた。それは「原理日本社」の蓑田
胸喜を筆頭にした「日本主義」や「日本精神主
義」と呼ばれる右翼言論である ( 林、2010)。槍
玉に挙げられた京都学派は日本主義者の雑誌で
非難され、言論の自由を奪われた。大橋はこれ
を「皇道主義と世界史の哲学」の政治的な戦い
としながら、この「対内的思想戦」において京
都学派は「無抵抗」であったとしている ( 大橋、
2001、59-83)。
　その頃の久松はどうであったか。久松が京都
帝国大学に着任したのは 1937 年である。彼は
ここから活発な著作活動に移る。久松の処女作
『東洋的無』が上梓された 1939 年は彼が 50 歳
のときであり、この年、ナチス・ドイツがポー
ランドへと侵攻をした。前年の 1938 年に久松
は京都帝大の学生坐禅会「真人会」立ち上げに
関わる。その後、京都帝大仏教青年会を「学道
道場」と改名し、組織を再編している (1944 年 )。
1941 年は京都帝大内に、現在も続く茶道サー
クル「心茶会」を創設したが、同年日本軍は真
珠湾を攻撃、太平洋戦争が開戦となった。世界
史の哲学とは距離を置き、時局への論評も余り
残さなかった久松は 1945 年、終戦の年に京都
帝大教授に就任する。1948 年、久松は創刊さ
れたばかりのアテネ文庫より『茶の精神』を出
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版するとともに戦中に書き溜めた未発表原稿を
もとに『絶対主体道』を刊行し、活発な言論・
出版活動を本格化する。以後、久松は戦中に
立ち上げた「心茶会」、「学道道場」( 後に FAS
協会と改称 ) を拠点に世界茶道協会や仏教青年
会などと連携しつつ、平和活動へと身を投じて
いく ( 和田・倉澤、2010)。
　久松に関する研究は他の京都学派の哲学者た
ちと比して活発ではなかった。取り扱いにくい
哲学者として倦厭されていたという指摘もある
ものの ( 石井、1997)、この 20 年、いくつかの
論文が出版されるようにはなっている ( 上田・
堀尾編、1997)。京都学派内での彼の人物伝に
ついて竹田 (2001) による京都学派の評伝研究を
見てもほんのわずかに触れられるくらいで、師・
西田と親交が厚かったものの、それほど多くの
研究があるわけではない。その中でも本稿で焦
点を当てる、太平洋戦争期の彼の思索と活動に
ついてはほとんど言及されてこなかった。
　自ら進んで体制に関与していった京都学派の
人々に対して、同じ京都学派の久松はどのよう
な態度を取ったのか。本稿ではこの点を明らか
にしたい。そのため、久松が残した太平洋戦争
期のテキストをもとに、彼の時局への考えとと
もに彼が戦中に行った心茶会の立ち上げという
事業に着目し、その意味を読み解いていく。
　それら太平洋戦争期の久松の思索と活動が描
き出すものは「抵抗」の像である。しかし、こ
の抵抗は言論を通じたものでもなく、有形の力
を行使するものでもない。また、それは久松自
身がそうしようと意識的に行い、それを後に告
白した自己言及的なものでもない。本稿で示さ
れる抵抗の「像」は彼自身の生き方を通して示
される、読み取られるべき人生の痕跡のような
ものである。

㸰㸬ࠕ⤯ᑐ↓ࠖ᪥ᮏ

㸦㸯㸧ࠕୗ➼ࡢ࡚ࡋࠖ≀ື࡞᪥ᮏ⩏ᢈุ

　久松が戦時体制に論評を加えたテキストはい
くつか残されている。著作集に収録された「偏
狭を去れ」、「心田」（全集後記によれば『禅学研
究』『竜谷大学報』寄稿原稿の草稿。「年譜」よ
り 1944 年執筆）、そして、戦後『絶対主体道』
に収録された「日本文化の世界的深奥性」である。
比較的まとまった体制批判を含む後者のテキス
トが戦中に刊行されなかったのは言論統制下の
産物とも考えられる。実際、後者のテキストに
は苛烈な時局批判が含まれていたのである。
　まず、この 1940 年に書かれた「日本文化の
世界的深奥性」に注目し、久松が当時の時局へ
どのような思いを抱いていたのか、検討したい。
　久松は昨今、「日本文化」を強調する言説が
蔓延る理由として「国家の安危即ち存在の問題
に起因する」と述べる ( 久松、1948、37)。国
家の「存在に強い関心を持ち……擁護しようと
する」( 同、37-38) 観点は、国家の存亡＝国体
護持を論じる日本主義者らへの指摘と理解でき
る。久松はこの国体護持の論理に理解を示す素
振りを見せる。
　久松は当時の日本における最大の問題は、個
人や国家の「生きなければならぬ」という現代
的自覚であるという。そのために当時の人々の
全精力が「経済問題や軍事問題に専注」されて
いる ( 同、40-41)。それらは国家の存亡＝国体
護持の関心事であり、生きることが最大の目的
となった社会においてその目的に見合うかど
うかが社会の価値基準となる。「全体主義の企
図する破壊や建設の原理は、畢竟するに生きる
こと自体の確立に役立つか役立たぬかにある」
( 同、45)。学問的科学的真理もまた、この基準
のもと審査され、「文化科学よりも自然科学が、
自然科学の中でも軍需的科学や生産的科学が最
も奨励せられ」( 同、45) あるいは「学問も道徳
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も芸術も宗教も」生きることに役立つように「改
変」されて動員される ( 同、41)。久松は戦中、
学問が戦争利用されていく様子を国家の存亡＝
国体護持のためのものと理解する ( 同、41)。こ
のことは日本主義批判とともに大学に対する政
府当局の締め付けを意識しているように思える
( 京大滝川事件が 1933 年 )。しかし、この上記
の理解は久松の次のような言及において性格が
変わる。
　

　下等な動物においては、ただ、生きて
行けばよいので、生きることがすべてであ
る。しかし人間においては、生きることが
すべてであるような人間は死んだ方がまし
な人間である。単に生きんがために生きず
して、生きることを意義あらしめる意義の
ために生き、またそのためには敢然として
死に就く如き人間こそが生き甲斐のある人
間である ( 同、39)。

　久松は何を言い出したのか。生きることへの
執着は「生きること」と「生きることの意義」
の未分化な状態であり、下等な動物の生そのも
のである。人間という高等な動物は両者が分化
しており、分化した上で、人間においては「生
きることの意義」が「生きること」に先行する。
つまり、生命の保全よりも、その生命をどのよ
うに生きているのかという生き方の方が重要だ
というのである。久松は人間が「生きる意義」
を持っている証明として「死の肯定」を挙げる。
人間は生きる意義のために死ぬ ( 久松、1948、
38‒39)。彼は「徒食の漢」、「志士」の場合と示
しているものの、具体例を明記していない。た
とえば、主君の死に際しての殉死をイメージす
るといい。殉死というのは忠義という生き方を
貫くために死を肯定するのである。このように
「生きるために死ぬもの」と比して、ただ生き
ることを望むもの、生きることを目的としてし

まったものを久松は「下等な動物」という。
　このテキストには久松の時局に対する強烈な
批判が示されている。それは国家の存亡＝国体
護持を目的化した日本主義と日本主義が広まる
時局への批判である。久松は人間の「死の肯定」
を示しながら「下等な動物としての日本主義」
というモチーフを暗示している。
　続けて久松は「下等な動物としての日本主義」
が跋扈する「現代」もしくは「今日」を分析し
ていく。久松は現代以前の社会であった「近世」
を「個人の理性的自律に基づく民主的自治政ママ」
と評価し、そこでは「全体は個のための全体で
あって、個は全体のための個ではない」とする。
それに対して、「現代」は全体主義が蔓延るも
のとして「全体のための全体となり、個も全体
のための個となった」と批判する。それは近世
以前の社会である「中世的なるものの復興」で
ある ( 同、42‒43)。久松曰く「中世においては、
宗教も、政治も、全体は個を絶対的に超越し、
個は絶対的に全体に依属する」。「現代」はこの
中世へと「復興」してしまったのである。この
原因を久松は「自治的、理性的自律主義の形成
した」( 同、43) 政治体制の堕落と生きること
自体を最大の関心事にしてしまった「現代」に
求める。両者は密接に関係しており、生きるこ
と自体を最大の目的とした社会はその目的を徹
底するため、傍若無人になり、近世的な理性的
自律主義ではいられず、それを放棄することに
なったという ( 同、43-44)。
　日本文化の強調もこのような「生きるため」
の延長にあるという。「文化科学も、民族精神
や国民精神の昂揚に資する如きものが特に助長
せられる」( 同、45) のであり、「今日日本にお
いて、外国文化が白眼視せられ、日本文化が著
しく称揚せられるようになったのも全体主義的
原理によるところ少なくない」( 同 ) のである。
　要するに、国家の存亡＝国体護持のための「現
代」は中世の如き理性的自律主義を失った全体
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主義に陥り、学問も選別され、さらには民族精
神や国民精神の昂揚のために改変されるのであ
る。しかし、そこにある国家の存亡＝国体護持
への執着は、人間的な「死の肯定」からかけ離
れた「下等な動物」としてのあり方であり、国
家の存亡＝国体護持を強調する日本主義とそれ
らが言論として活き活きとする現代の日本は中
世的であり、下等な動物へと成り下がっている
のである。

㸦㸰㸧ࠕయⓗ⏕ ㄽࠖ᰿※ࠕࡢ࡚ࡋ⤯ᑐ↓ࠖ

　このテキストは以上のように久松流の時局へ
の強烈な批判であるが、そこに日本主義への意
趣返しが盛り込まれている。
　久松は先に示したように生きるために死ぬ、
死の肯定に人間の独自性を見出す。その中で久
松は人間の生命に2つの側面を見る。それは「身
を殺して成り立たないような生命」である「基
体的生命」(2) と「身を殺しても仁を成すことに
おいてかえって成立するような生命」である
「主体的生命」である ( 久松、1948、49)。久松
は「基体的生命」を「第一目的とせずして、主
体的生命の手段とするところにそれの人間にお
ける意味」があるという ( 同、50)。さらに「基
体的生命が、どこまでも基体であって主体でな
いところに人間の本質

3 3

ママ」があるという ( 同、
50 － 51)。久松は人間が基体的であるときは自
然界の法則に「受動的」に過ぎないが、主体的
であるときは基体を通じて自然に対して「能動
的」であるという ( 同、52)。
　簡単に言えば次のようになる。基体的生命は
人間の本質ではない。それは自然界の法則に
従ったものであり、既に述べた下等な動物も
持っている生命である。これは自然法則に従順
な生命であり、生き物を自然法則に対して能動
的な存在たらしめるものである。一方の主体的
生命は人間固有のものであり、自然に対して能
動的、つまり、自然法則に自ら働きかけること

のできる自由を持っているのである。
　久松は一方で日本軍のあり方について議論を
進めるが ( 同、46-47)、結局それは現在の日本
軍が「主体」を失い「基体」を求める軍備＝「下
等な動物」の軍備であると非難することになる。
そして、主体的生命の議論を受け、「日本の兵
道はどこまでも仁を重じママ義に基づくもので
なければならぬ」( 同、53) として、元来の日本
皇道、武士道のあり方を「主体」の原理へと向
けさせようとする ( 同、54‒56)。
　こうして展開されたテキストは、「主体」の
原理、つまり、「主体的生命」の根源性へと向
かい、そこに「日本文化」を位置づけることで、
日本主義が標榜する日本文化論と一線を画す久
松の日本文化論が提示される。
　久松は「主体的生命」を「一切の人間自身の
現実の奥底に溌剌と生きているもの」( 同、56)
とし、『日本書紀』を引き合いに「混

まろかれ

沌」と同
義のものとする ( 同、57)。「混沌」とはイザナ
ミ・イザナギの国産み以前の世界である。そし
て、次のように述べる。

　日本文化の特質は、常に今日である混沌
が今日であり、即ち主体であり、そこより
常に葦芽なりて天地始まるところにある。
常に今日である主体が、天地未だ割れざる
以前の混沌であるところに日本文化の最も
深奥である所以がある。日本の国体が天壌
と窮無きは、天地未剖前の混沌が日本の主
体であるがためである ( 同、59)。

　「常に今日である混沌」とは、日本主義や国
家神道が主張した「中今」の思想に類似したも
のを見て取れる ( 片山、2007)。とはいえ、ここ
での「常に今日である混沌」はこの世界の背後
ないしは根源にある「絶対無」(3) のことを指し
ていると考えられる。久松の思想においては、
この絶対無こそが「絶対主体性」である ( 蒲生、
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2014)。「絶対無」＝「主体性」と考えると、絶
対無から生まれる日本神話の根源は「主体的生
命」であるという理屈が完成する。
　このように考えるとき、日本主義の持つ論理
破綻が見えてくる。日本主義が護持しようとす
る国体の根源である国産み以前の混沌は本来、
「絶対無」＝「主体的生命」であるはずなのに、
今、彼らが導く先には「基体的生命」が待って
いる。日本主義者が国体の護持を叫べば叫ぶほ
どに、国家は下等な動物に堕し、本来の日本の
姿である主体的生命から離れていくのである。
　久松はこうして日本主義者から「日本」を奪
い返し、その根源に「絶対無」を配置する。こ
の絶対無に基礎づけられたものこそが久松が描
く日本なのである。

㸦㸱㸧⬺ᅜᐙⓗᅜᐙㄽ

　久松のこのような時局への思いは、久松なり
の日本論、国家論として形成されている。彼の
国家論は当時の言論事情の中で独特な立ち位置
を示す。彼は同じく戦中執筆の「偏狭を去れ」
で次のように述べている。

　今日日本の最も憂慮すべきところは偏狭
にある。いかなるものでも日本に固有なと
いうものには価値を牽強付会する。外来の
ものには難くせをつける。厳然たる歴史的
事実を抹殺して歴史を作らんとする。系図
を作り系図争いをする。全く封建時代の思
想である ( 久松、1995a、239)。

　この文章自体は「いかなるものでも日本に固
有なというものには価値を牽強付会する」日本
主義を批判するものに思える。さらに続けて「興
亜とか世界新秩序とかいう時期である。よろし
く懐を大にして一切を消化すべきである ( 同、
239)」とし西田―軍部の「世界新秩序」を引き
合いにしている。そのまま読むなら、国家の存

亡＝国体護持の対岸に世界新秩序を配置し、日
本主義と世界史の哲学の対置関係を示しなが
ら、この文章は自身が後者に依るという久松の
ポジションを示唆するものになっている。
　しかし、久松が重視しているのは「絶対無」
であって「世界史」ではない。そして、この無
はすべての根源にあたるものであり、世界史も
またその表現の 1つにすぎない。つまり、久松
自体は世界新秩序を目指すつもりはほとんどな
かったわけである。そう考えると、ここで出て
くる西田―軍部的ジャーゴンは日本主義的「日
本」から久松的「日本」への経由地点でしかない。
　では、日本主義的「日本」から離れ「世界新
秩序」を経由して到達する久松的「日本」とは、
つまり、久松が展開する日本という国家論はど
のようなものだったのか。
　久松が批判した日本主義の根底には日本とい
う国家・国体という枠組みが所与のものとして、
つまり、それが絶対的な存在としてある。久松
において「日本」は絶対無＝混沌によって基礎
づけられているが、この観点から日本という国
家・国体を論じるのは実は破綻したものである。
すなわち、「国家の本来の姿は絶対無＝混沌で
ある」とするなら、国家の形は本質的なもので
はない、仮象のようなものとして理解される。
そのような国家の存亡のために様々なものが規
制され、個人の生命が脅かされ、人間のあり方
まで歪められるというのはおかしな論理になる
のである。
　国家を本質とみなさない発想は絶対無を重視
する京都学派や禅思想の影響と思われるかもし
れないが、そもそも彼は若くして国家そのもの
を非本質的な存在として扱っている。大正期に
記された「国家の破産」で久松は「人類全体の
上に立脚し、偏狭なる国家観をもって、人類の
発展の理想を誤るものとなし、人類が国家を棄
てて人類の本に帰らんことを願望する」( 久松、
1994、452) と述べている。「絶対無」＝「混沌」
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はこのテキストにおいては「人類」という種の
概念になっている。この「人類」が後年、禅の
体験を通して「絶対無」になっていくと考えら
れる。
　国家を仮象のものとして理解する久松はしか
し、国のあり方について戦中注文をつけるテキ
ストを残している。彼は「心田」において「国
家の将来にとって今日ことになおざりにしては
ならぬことは、心田の開発と肥沃とである」と
している。「人間精神の発展過程を無視した無
批判な独断迷信や、無反省で偏狭なお国自慢的
排他主義が力を持っているようでは、心田は荒
廃するばかりである」(久松、1995b、241) という。
　「人間精神の発展過程」や「心田の開発と肥沃」
を久松流の「絶対無の自覚」と理解するなら、
日本主義的な「偏狭なお国自慢的排他主義」が
日本の根源にある絶対無を自覚しないまま、基
体的生命のままに跋扈している現状を批判して
いると読むことができる。それは同時に「絶対
無の自覚」を日本に迫っているとも読める。文
字通り、「国家の将来にとって今日ことになお
ざりにしてはならぬこと」は「心田の開発と肥
沃」＝「絶対無の自覚」であり、それは日本主
義の排除を意味する。久松にとって、現代の日
本に必要な絶対無の自覚と日本主義の排除は表
裏一体なのである。
　久松の論理の延長には、国家が特権的地位を
明け渡す帰着点がある。これは日本主義者に非
難される西田や京都学派への援護に表面上見え
るが、久松は彼らほど、日本を守ろうとか維持
させようとかいう思いは希薄だったのだろう。
いかんせん、「絶対無」＝「主体的生命」に基
礎づけられる日本は生きるために死ぬものであ
るのだから、死ぬために生きること、つまり大
義のもと、国家が戦争で消滅しても久松の論理
の上では特段の問題はないのである。
　かような矛盾をはらんだ国家論、いうなれば
「脱国家的国家論」が意図されたものかは分か

らない。久松が国家のあり方を論じれば論じる
ほどに、彼は国家というものの本質的な性質を
否定し、その背後にある絶対者を強調すること
になる。彼の国家論を読む者は国家が執着すべ
き対象でないことに気づくだろう。この「脱国
家的国家論」は西田や禅との出会いより以前か
ら彼の思索の通奏低音として響き続けたもので
あった。だからこそ、彼が「世界新秩序」の用
語を出したところでそれに格段の意味は見出せ
ず、日本主義を批判するために出された思想的
装置にしか思われないのである。

㸱㸬Ⲕ㐨㏻ࡓࡋ⚙ⓗ࡞ே㛫ᙧᡂ

㸦㸯㸧ࠕᚰⲔࠖࠕࡆୖࡕ❧ࡢⲔ㐨⟿ࠖ

　前章では戦中に書かれた久松のテキストを中
心に、彼が当時の時局にどのような考えを持ち、
どのような国家論を展開していたのかを検討し
た。苛烈な時局批判を展開した久松であったが、
最もまとまったテキストは戦中、公表されてい
ない。その背景に何があるのか、知る由もない
が、西田を含め世界史の哲学を標榜するグルー
プが言論戦を展開している最中、久松は言論を
控え京都帝大で地道に教育と学生指導を行って
いた。その活動の 1つに茶道サークル「心茶会」
の立ち上げがある。
　本稿では久松の太平洋戦争期における思索と
活動を検討するため、この「心茶会」立ち上げ
に焦点を当てたい。彼はこの会を立ち上げた際、
「茶道箴」及び「茶道小箴」という組織の綱領
を作り上げ、さらに設立の目的「心茶会清規」
を定めた。「茶道箴」及び「茶道小箴」に関して、
久松は戦後、解説を試みている。ここではこの
解説を参考に「茶道箴」、設立の目的を読解し、
久松が心茶会の立ち上げにどのような思索を織
り込んでいったのか、検討したい。
　「茶道箴」は一見は茶道の用語が鏤

ちりば

められた
テキストであり、「茶道小箴」は「茶道箴」の
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内容をコンパクトにまとめたものである。ここ
では次に提示する「茶道箴」に注意を向ける。

　吾等今幸いに　露地草庵に入つて　茶道
の玄旨に参じ　和敬清寂の法を修すること
を得　願わくは　前賢古聖の芳躅を攀じ　
苟且にも遊戯逸楽に流れ　好事驕奢に趨り
　流儀技芸に偏固して邪路に堕する事勿く
　堅く侘数寄の真諦を把住し　専ら心悟を
旨とし　一期一会を観じて道業倦むこと勿
く　事理双修し　挙止寂静にして塵念を生
ずること無く　事物人境に対つて無念にし
て身心自ずから道に契い　山水草木草庵主
客諸具法則規矩　共に只一箇に打擲し去り
　皆倶に無事安心一様の白露地を現成し
　茶の十徳を以て世を饒益せんことを ( 久
松、1987、68)

　このテキストは字句通り「私たちは露地草庵
の茶室に入り、茶道の奥深い道理に参じ、茶道
でよく言う『和敬清寂』の決まりを習得する。
諸先輩の残したものを参考に、遊戯のごとく派
手で流儀や技芸に偏り、誤った道に入り込むこ
となく」云々……というふうに、茶道の稽古の
一般的な心得として読むことができる。
　しかし、その内容が久松の手によって解説さ
れるとたちまち、禅的な色彩を帯びてくる。そ
れは久松なりの禅と茶の融合、つまり、「茶禅
一味論」の展開と考えられる。戦後久松が加え
た「解説」に従い、「茶道箴」の全文を読み解
いていきたい。

㸦㸰㸧Ⲕ⚙୍ㄽࠕࡢ࡚ࡋⲔ㐨⟿ࠖ

「吾等今幸いに　露地草庵に入つて」

　「露地草庵」は一般的には「草庵に到る通路
もしくは全茶庭」と「主要な茶事の行なわれる
茶席」( 同、69) である。しかし、久松はこの
語を「禅法が修せられる新しい形の道場」( 同、

80)、「仏界に入って仏界に住まらぬ自由な境地」
( 同、81) として読み込む。そこには「人間の
目的があり、真実の道がある」。そのため、「わ
れわれは露地草庵に入ることを幸とする」( 同、
81) のである。

「茶道の玄旨に参じ」

　茶道の「玄旨」とは一種の「奥義」であると
久松は言う ( 同、84)。それは「茶道の未だ形に
あらわざる以前の、茶の精神とか茶の生きた本
質とかいうもの」( 同、86) であり、久松風には
「茶の一切の現象にあらわれてゆく能表現的な
主体」( 同、87)、「創造的主体」( 同、87) であり、
前出の絶対無を指している。
　この「玄旨」は生きたものでなければならな
くて、それは「玄旨が人の内に覚めているとか、
人が玄旨を自覚しているとかいうこと」である
( 久松、1987、93)。
　すなわち、絶対無の自覚こそが「茶道の玄旨」
なのである。

「和敬清寂の法を修することを得」

　一般的に「和敬清寂」は「茶道の倫理法則と
かモラル」のことを指す (同、122)。久松はまず、
この法則の一般的な意味を確認する。つまり、
客と亭主がよく和合するとか、互いに敬うとか、
心を清く持つとか、心を落ち着けるとかである
( 同、125-126)。そして、これらは「十分な意味
においては事物人境における和敬清寂

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ママでなけ
ればならない」という ( 同、126)。
　事物人境というのは私たちの日常経験の世界
であり、その根源には絶対無がある。この理解
の上で「和敬清寂」は仏教的ニュアンスの強い
「寂」が四諦の根源の一諦としてあり、そのさ
らなる根源に絶対無が位置づけられる。「四諦
を超えた、四諦の根源としての一諦は寂という
語で言い詮わされる場合」もあり、「和敬静寂」
の四諦は「この根源的な高次の寂

3 3 3 3

がその形を
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とって現われた法則」( 同、131) なのである。
　こうして四諦は禅的な解釈が施されるがその
根源にある「寂」へと視点が戻り、そこに茶道
の玄旨つまり、絶対無が読み込まれることにな
る。「玄旨と四諦とは、能表現者と所表現者と
して、たしかに本来的に一連のつながりにおい
てあるもの」である ( 久松、1987、137)。つまり、
創造主体である絶対無の「表現」として和敬静
寂があるということであり、茶道の稽古は「仏
法を習うということにも、また自己を習うとい
うことにもなる」のである ( 同、137)。

「願わくは　前賢古聖の芳躅を攀じ」

　「芳躅」は故人の業績であるから、故人の業
績を参考にするようにという表現である。
　しかし、久松はここにも禅的なものを読み込
もうとする。それは2つの方向から行なわれる。
まず久松曰く「創立期の茶人は大多数が禅に参
じていたのであり」、「禅に参ずることによって、
根源的主体性を身につけた」(同、146) という。
このような「昔の茶人の……芳躅を今日は再び
復活して、茶人の根本的な主体性を再建しなけ
ればならない」という(同)。つまり、「芳躅を攀じ」
とは、禅への回帰、そして禅を通した主体的無
の自覚、主体性の再建を意味するのである。
　しかし、このような故人への回帰は単なる模
倣ではいけない。むしろ、「それに活を入れて
精神を甦らせ、その精神によって、習得された
るものを逆批判し、改変すべきは改変し、創造
すべきは創造するということにならねばなりま
せん」としている ( 同、148)。つまり、久松に
おいては「前賢古聖の芳躅を攀じ」とは、かつ
ての茶人のように禅に回帰し、しかしながら故
人の模倣ではなく、絶対無を自覚し自由自在に
なった自らが新たな創造をするために故人を参
考にするということなのである。

「苟且にも遊戯逸楽に流れ　好事驕奢に趨り　流

儀技芸に偏固して邪路に堕する事勿く」

　久松はこの中で「流儀」に触れている。流儀
とは「一般普遍的なものが自分自身を表現する
ための、個別的特殊的なあり方」であり ( 同、
154)、「本当の意味での流儀が多いということ
は、茶道における一般妥当的なものが自分自身
を表現する個別的な特殊なあり方、あるいは個
性的な独自なあり方が多いということであり」、
「茶道の発展と隆昌とを物語る」ものである ( 久
松、1987、154-155)。「一般普遍的なもの」と
は絶対無であるから、「個別的特殊的なあり方」
である「流儀」は絶対無の表現の１つとして考
えられる。流儀が増えるということは、絶対無
が様々なかたちで表現されるということである
から、それは茶道の発展を示唆するのである。
　このような「流儀」の持つ意味合いと同じも
のに「好み」というものがある。久松は茶人の
道具の取り合わせなどの傾向である「好み」に
「作意」を見出し、それは「個性的独創的

3 3 3 3 3 3

であっ
て、しかも普遍妥当性

3 3 3 3 3

を持ったものでなければ
ならない」としている ( 久松、1987、169)。道
具等、茶道の表面的な部分は個性的な「好み」
の背後には、その根源たる絶対無が普遍的なも
のとして存在し、存在するようでなければなら
ないのである。

「堅く侘数寄の真諦を把住し」

　久松曰く「侘数寄」という用語はもともと「道
具を好いて沢山に集める」裕福な茶人である数
寄 ( 同、170) とその反対の「侘」( 同、172) が
合わさり、「侘」の意味に収斂したものであっ
た ( 同、175)。久松はさらに「侘」に道徳的な
意味を読み込むがそれは最終的に「茶道の生き
た本質」、「特色ある文化を創造し形成するよう
な生きた主体」を表すとしたものと理解される
( 同、179)。すなわち、絶対無が侘の根源にあ
るということである。
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「専ら心悟を旨とし」

　「心悟」を久松は「さとり」、つまり「歴史
を創造する絶対主体の自覚」としている ( 同、
194)。「さとり」を開くこと、「絶対主体性の自覚」
＝絶対無の自覚を旨＝目的とするということを
確認している。

「一期一会を観じて」

　「一期一会」は「一生涯に一度の会」の意味
であり、「同じ会は一生にもう二度とはないと
の覚悟をもって茶事を催す」ということである
( 同、197)。一瞬、つまり刹那を大切にすること、
「刹那が一生」になることに久松は「妄念をな
くして人間を鍛錬することであり、またある事
に上達し、自在になること」という意味を見出
す ( 同、201)。最終的にはこのような刹那の鍛
錬が一種、禅の修行となり「仏性に覚めるため
のもの」として理解される ( 同、209)。一瞬の
中に永遠である無を自覚することを目指すとい
うわけである。

「道業倦むこと勿く　事理双修し」

　「事理双修」の「理」とは久松によれば「主
体的規範」であり、「事」とは「それに原

もと

づく
具体的現象」である。「理」とは久松が茶道の
聖典として位置づけている『南方録』の中にあ
る「心の一つがね」である ( 同、218)。これは
「創造的主体的法則」であり、「茶のこつ

3 3

」であ
る ( 同、213)。しかし、それは茶道のみに限定
された法則ではなく、「人間の

3 3 3

『一つがね』」( 同、
221) であるという。茶道のこつとは、「創造的
主体的法則」であるから、結局は絶対無の自覚
であるが、これは茶道に限られたものではなく、
人間生活一般に広がるものなのである。

「挙止寂静にして塵念を生ずること無く　事物人

境に対つて無念にして心身自ずから道に契い」

　「道」とは「茶の実践法則」であるが ( 同、

222)、「道は、道を行なう人の内から出てくる
道でなければならない、それに従ってゆく道で
はなくして、行なうことによって生じてくる道、
つまり、行なう人が道をつくるということにな
らなければならぬ」わけで、「行なう主体が法
則だ、生きた主体が法則だ」ということである
( 久松、1987、223)。
　こうして茶道における道はまた、主体の問題、
つまり主体的な絶対無の問題へと移行し、なお
かつ「人間の誰でもが本当に生きていく道、す
なわち一般的な根本的な道」というように ( 同、
225)、それは茶道固有のものではない、普遍的
な主体性の問題となるのである。

「山水草木草庵主客諸具法則規矩　共に只一箇に

打擲し去り」

　「打擲」とはこの場合、「山水、草木、草庵、
主客、諸具、法則、規矩」という茶道に関連す
る事物に「こだわらないようになる、とらわ
れないようになる」( 同、228)、「そういうもの
が自分の外のものでなくなる、つまり心外の諸
法ではなくなってむしろ自分の内のものとな
る」、「自分のはたらきの中から出た自在なもの
になってくる」ということである ( 同、229)。
　久松が示したことは茶道に関連する事物が自
分を拘束し束縛するものでなくなり、自分が自
由自在になるということである。そういう主体
は「一物の念なき主体」であり「万法を只一箇
に打擲し去って一切から自由自在になった主
体、身心脱落の主体」である ( 同、231)。要す
るにそのような主体になるということは一種の
自覚のことであり、「打擲」は大雑把に言って
絶対無の自覚のことを指し、無を自覚した後は
茶道に関する事物は自分自身を拘束するもので
なくなるというのである。

「皆倶に　無事安心一様の白露地を現成し」

　「白露地」とは「世界、法界、浄土」とされ
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る ( 同、234)。そこでは何事もなく不安も安心
もなく、「安不安というものの全くない」安心
の境地になる ( 同、235)。

㸦㸱㸧ࠕⲔ㐨⟿ࠖஂࡓ⛎ࡢᯇࡢᛮ⣴

　以上、短いテキストである「茶道箴」を久松
の解説をもとに検討してきた。幾度と無く絶対
無の自覚の必要性が繰り返され、テキストの内
容はすべて絶対無の自覚と創造という久松思想
の重要モチーフに帰結する。
　このような検討から「茶道箴」を次のように
私訳したい。

　私たちは今、幸いにして真理を究明する
道場へと入り、能造的無の自覚へと向かい、
「和敬清寂」という茶道のモラルをその根
源である絶対無から望み、日常生活のモラ
ルとして習得する。禅を学んだかつての茶
人たちの業績を参考にしながら、自らの能
造性を自覚した主体的無としてそれらを批
判的に検討し、自らの茶道を創造していき、
一般妥当的なものである無の個別的特殊な
自己表現として「流儀」を学ぶことはあっ
ても固執して誤った道に入り込むことはな
いようにしたい。堅く能造的無の真理を把
握し、絶対無の自覚を旨とし、刹那の鍛錬
を通し仏性を自覚するようになり、人間一
般に敷衍された「創造的主体的法則」を修
め、静寂にして雑念が生じることなく、日
常のことに対して自覚し、心身が自然と普
遍的な主体のあり方を習得し、山水、草木、
草庵、主客、諸具、法則、規矩など、茶道
の諸々にとらわれぬ自由自在な主体である
ことで、何事もなく安心した浄土の境地へ
と到る。

　
　このように理解すると「茶道箴」は茶室に入
り、そこでの稽古を通じて浄土、つまり悟りに

より到達する安心の境地へと至る修行の道筋が
描かれていると理解できる。そして、その途中
で強調されることは絶対無とその能造性の自覚
であり、この点で久松思想 ( 蒲生、2014) との
関連が理解される。つまり、「茶道箴」に描か
れる修行のプロセス自体、久松思想の枠組みで
あり、そこに描かれているのは茶道の稽古に仮
託された久松の示す禅的な人間形成となる。

㸲㸬ஂᯇ┿୍ࠕࡢᢠࠖ

㸦㸯㸧ࠕᢠࠖࡢ࡚ࡋᚰⲔ

　前章で、心茶会の取り組みを久松が茶道を禅
的な人間形成へと昇華しようとしたことを示し
た。最後に、２章で示した久松の脱国家的国家
論の思索と心茶会の立ち上げという活動を結び
つけ、そこに彼なりの「抵抗」を描き出したい。
　そのためにまず、久松自身が戦前戦中の全体
主義によって言論を弾圧され、萎縮した大学内
に心茶会の取り組みを位置づけたことを確認し
たい。京都帝大に立ち上がった茶道サークルへ
の風当たりは強かったようで (4)、久松は後にこ
のような回想を残している。

　結成いたしました当時は、あたかも第 2
次大戦のクライマックスへまさに突入せん
とし、日本は一切を戦争に賭けた一辺倒の
厳しい時代でありまして、いやしくも大学
生ともあろうものが、時もあろう事もあろ
うに遊閑的婦女子的な、お茶の湯などを始
めるとは何ごとぞと、新聞紙上で攻撃する
ものもあり、またわざわざ私のところへ難
詰に来たものなどもあり、大いに世の注目
をひきましたが、わが心茶会としましては、
むしろかかる時代にこそますます行じら
るママべきものとしての真の茶道を目指し、
正確なる認識と堅固なる願心とをもって、
心茶会清規と茶道箴とを新たに創稿し、そ
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れを規範として、自発的内面的に決然と発
足いたしたものでありますから、世上の皮
相なる論難の如きは蹴一蹴ママして、戦中
戦後のあの苛烈極まる世相の真只中におい
て、屈せず撓まず敢行いたしまして、よく
護るべきを護り、養うべきを養い、心茶道
の事理を刃修して今日に至ったのでありま
す ( 久松、1995c、439)。

　既に指摘したように、「日本は一切を戦争に
賭けた一辺倒の厳しい時代」というのは久松
が「下等な動物」と切って捨てた日本主義、全
体主義が吹きすさぶ時代、国家の存亡のために
学問も道徳も芸術も宗教も改造された時代を指
し、だからこそ、世相は「いやしくも大学生と
もあろうものが、時もあろう事もあろうに遊閑
的婦女子的な、お茶の湯などを始めるとは何ご
とぞ」と久松らを非難したのである。
　ちなみに日本主義を批判した「日本文化の世
界的深奥性」が 1940 年の筆であり、心茶会の
立ち上げが 1941 年であったから、時局批判を
秘めた久松にまさにその時局が牙を向いたとい
うことになるだろう。久松はこれに屈すること
なく、茶道を「禅による人間形成のため」に実
践していったことは前章で確認した。
　心茶会立ち上げ時に久松が残したテキストに
再度注意を向けたい。久松が「茶道箴」ととも
に定めた心茶会の目的は 4項目からなるが、基
本的に「茶道箴」の内容と同じものになってい
る ( 倉澤、2014 に収録 )。

　本会は茶道の芳躅を攀ぢ綜合的に日本文
化の奥秘に参じ事物人境に於て心身共に能
く和敬清寂し以て真心の錬成を期す

　この項目で注目したいのは「綜合的に日本文
化の奥秘に参じ」という点であろう。この点は
前章の議論で触れなかった久松流の「茶の十徳」

にも現われている。
　久松流の「茶の十徳」には「綜合的に日本文
化に行ずる」という項目がある。彼は「茶道
は 1つの綜合的文化体系をなしている」( 久松、
1987、245) という。確かに茶道には陶芸や絵画
などの様々な要素が集まっている。日本文化が
綜合されているとはこのような点で理解できる
だろう。そのような要素の 1つとして宗教、と
くに禅がある。この禅が「茶道全体の中に深く
滲透」することで「禅的な宗教が滲透し、それ
らを成立させる創造的主体となっている」、つ
まり「宗教は茶道における第一義的な主体的要
素」なのである ( 同、245)。このように考えると、
日本の綜合的な文化体系である茶道は禅的な要
素にまとめあげられるものとして理解でき、そ
の奥秘とはナショナルなものへの回収されるわ
けではなくむしろ、禅的なもの、つまり絶対無
へと向かうことになるのである。
　この議論は「日本文化の世界的深奥性」の分
析で見てきたものと響き合う。久松の言う「日
本」はすべて「絶対無」に帰され、それゆえ、
国家なるものは雲散霧消する仮象でしかない。
そして、ここで出てくる「日本」も茶道と絶対
無を結びつけるための経由地点であり、それ自
体独立的に意味を持つものではない。それなの
に「日本」を強調することは日本主義的言説が
溢れる戦中の時局を騙すかのようなしたたかな
行為として受け取れる。つまるところ、「綜合
的に日本文化に行ずる」というフレーズが意味
するのは日本の根源にある絶対無に分け入ろう
とするという意味であり、分け入ろうとする
人々、絶対無の自覚を目指す人々にとって日本
文化など、やがては重要なものでなくなるので
ある。
　久松はこのような絶対無の自覚を目指す茶道
の稽古を大学の中に位置づける。彼は次のよう
に心茶会の目的の 1つを記す。
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　単なる娯楽遊戯趣味もしくは技藝の末節
枝葉ママに堕することなく学徒たるの本分
を逸脱せず専ら心茶の根本要諦を把住す

　この目的にある「学徒たるの本分」に注目し
たい。久松の描く茶道稽古のプロセスは絶対無
の自覚、そこから始まる創造のプロセスと、一
連の道程によって至る安心の浄土への到達であ
る。これは宗教的なものであるが、同時に真理
の探究でもある。つまり、無という絶対的真
理の探究とさらにそこから始まる真理と一体
化した自己の創造のプロセスでもある。この真
理の探究は学問の基本的な特徴としても理解で
きる。このように考えると 2つの理由で心茶会
の実践が大学生に対してふさわしいことが分か
る。まず、真理の探究という学問としての稽古、
そして、次にその稽古を通じた人間形成という
意味で教育的な活動である。
　こうして心茶会の稽古は研究と教育という大
学の目的と一致し、「学徒たるの本分」を逸脱
しないどころか、より合致したものとなるので
ある。心茶会立ち上げとともに示された心茶会
の目的によって、久松は「いやしくも大学生と
もあろうものが、時もあろう事もあろうに遊閑
的婦女子的な、お茶の湯などを始めるとは何ご
とぞ」という批判に対して自己正当化を果たし
たと考えられる。
　同時のこれを正当化するために、国家の存亡
＝国体護持に血眼になる時局に対して、その時
局に溢れる日本主義的な発想を表層的に模倣、
換骨奪胎し、禅思想をベースにした自らの思想
へと引きつけながら、立ち上げた茶道サークル
を真理の探究と人間形成へと方向づけるのであ
る。真理の探究と人間形成、これらが示すのは
国家の存亡のために存在する大学ではなく、大
学自身が自分自身の使命たる研究と教育に依拠
した自律的な姿として理解できるだろう。大学
の自治、学問の自由が破壊される転機となった

「京大滝川事件」が 1933 年であり、以後の 10
年で大学が当局に強く締め付けられる中で、久
松は茶道サークルという地点から強権たる国家
とそれに追従する時局に対して抵抗を企てたこ
とが理解できる。
　
㸦㸰㸧㞃ࡓࡉᛮ⣴㢧ࡓࡉάືࡀᥥࠕࡃ

ᢠࠖ

　本稿で議論してきたことを整理し、久松の「抵
抗」がどのようなものだったのか、改めて検討
したい。
　２章で検討した「日本文化の世界的深奥性」
で久松が暗示したのは、基体的生命に執着し、
主体的生命を失った、国体護持にこだわる下等
な動物である日本主義とその日本主義が蔓延す
る現代の姿である。そして、この日本主義に対
して主体的生命＝絶対無に基礎づけられた本来
の日本の姿を久松は提示するが、それは究極的
に日本という国家が無に帰される世界への導き
であった。そこには国家を論じれば論じるほど
に国家を空化し、本質ではないと表明し続ける
脱国家的国家論が読み取れた。
　３章では「茶道箴」での茶道稽古とは禅の修
行、ないしは禅を通じた人間形成にほかならな
いということが示された。この禅を通じた人間
形成とは絶対無の自覚であり、それが本来の日
本のあるべき姿であった。注意したいのはここ
での日本とは日本主義者のいう日本＝国体では
なく、日本＝絶対無であることである。すなわ
ち、「茶道箴」が描く理想の日本と、「日本文化
の世界的深奥性」における下等な動物たる日本
へのカウンターとして提示された久松流の日本
は同じものということである。
　このように考えたとき、久松の心茶会の企て
が明瞭に見えてくるだろう。心茶会は単なる京
都帝大の茶道サークルではない。そうではなく
て、これは1つの「教育的な抵抗」だったのである。
時局は国体護持の日本主義に席巻され、久松の
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思索からかけ離れたものになっていく。同門の
京都学派の哲学者たちが時代の中心へとその身
を投げ込む中で久松は自身の時局批判をほとん
ど公にすることなく、京都にて教育と学生指導
に専念していた。その中で引き受けた茶道サー
クルの立ち上げという事業において彼が見出し
たのが本稿で示された 1つの「抵抗」のあり方
であった。それは明日の日本を担う若者を絶対
無の自覚に導くことで日本とその戦争が取るに
足らない下等な動物の所業であることを気づか
せることであった。このような抵抗を治安維持
法と特別高等警察、そして、日本主義者が跋扈
する時代に、表面的には隠蔽しながら、茶道サー
クルのエッセンスの中に込めたのである。
　久松は戦時体制に対して強い不満を持ってい
た。とくに時局を席巻し京都学派を批判する日
本主義に対しては批判的な思いを抱き、実際に
批判の論説をしたためていた。しかし、この論
説は戦中、公開されることはなかった。このこ
とは哲学者久松が言論という手段で体制・時局
に抵抗できなかったことを意味している。これ
は哲学者久松の敗北といってもよいかもしれな
い。一方で実践家久松は大学教員、そして、禅
者・茶道家として茶道サークルの顧問という機
会を得て、自身の思索と活動を織り交ぜながら、
後世、一種の「抵抗」と読み取れるような実践
を企てたわけである。
　大学は言論の自由を奪われる時代、同門の学
者たちは中央の政治に関与せんと行動する中で
哲学者であり実践家であった久松は大学教員と
しての自分自身の現場において学生たちを前に
1人孤独なゲリラ戦を戦った。このように解釈
することはできないだろうか。
　この戦いが意味のあるものであったかは分か
らない。それは婉曲的であり、有形的な抵抗で
はない。何よりもこの戦いは茶道の稽古であっ
て、武装訓練でも思想改造でもなく、同門の学
者たちのような思想戦でもなかった。しかし、

それは時局に対して批判的な彼が自身の仕事に
隠した抵抗であり、教育を通じて現実に浸透し
ていくという意味では婉曲的でありながらも直
接的な抵抗であった。
　本稿で示された「抵抗」の像は、何よりも、
久松にとってそうでなければ自身の思索と活動
に矛盾が生じるものと理解できる。自分自身の
思索によって、時局への批判を書かないという
選択をすることができず、かといってそれを刊
行し身を危険に晒すという選択もできず、「綜
合的に日本文化に行ずる」といって安易に日本
主義者に与することもできない中で、隠された
思索と顕された活動との間を取り次ぐように、
言葉の残滓の中におぼろげに示された「批判」
の像こそが、太平洋戦争期の久松の在り方、生
き方の 1つの解釈として考えられるのである。

ὀ㔘

(1) 本稿は、統合人間学会第 2回大会での口頭発表原
稿をもとに作成されているが紙面の関係上、多く
の内容を割愛している。そのため、日本主義や世
界史の哲学、注 2の田邊との対比、さらに戦中茶
道との比較等、改めて別の機会に検討したい。なお、
本稿は同大会にて研究に対して励ましの声をかけ
てくださった故・林信弘先生と、立命館大学教育
人間学専攻での思い出に捧げたい。

(2) 基体―主体の対比から、田邊元の「国家的存在の
論理」を思い出される方もいるかもしれない。「国
家的存在の論理」論文内で田邊は「社会存在の構
造を、種的基体と個的主体との対立契機の、類に
おける実践的なる基体即主体の否定的統一として、
これを国家の原型の下に論理的に思考しようと欲
する」（田邊、1963、27）と述べ、「種的基体は主
体を産出する対自的特殊的なる生命の根源」（同、
34）と表現している。田邊はこの論文で「東洋的無」
（同、32）に言及している。この論文で記された東
洋的無への言及が久松を意識したものである可能
性は十分に考えられる。田邉の雑誌発表が 1939 年
10 月から 12 月にかけてであり、『東洋的無』の発
刊は６版奥付では 1939 年 12 月 20 日である。微妙
なタイムラグがあるものの、「年譜」によれば 1938
年の夏期哲学会での久松の研究発表題目が「東洋
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的無」であり、1939 年に雑誌『理想』で「東洋的
に形而上学的なるもの」を発表する等、書籍刊行
に先立ち久松の思想、そして「東洋的無」という
フレーズに田邉が触れていた可能性は十分考えら
れる。そのため、田邉が雑誌論文で近々発売の久
松の処女作を引き合いに出したとしても不自然で
はないだろう。そう考えると、久松の「日本文化
の世界的深奥性」は田邉の「国家的存在の論理」
への回答ともとれるものの、そこでの「基体」の
扱いは「下等な動物」と非常に酷しく、久松は京
都学派を狂信的に非難する日本主義とともに田邉
を批判したとも考えると、当時の京都学派におけ
るスキャンダラスな一幕が久松の原稿から感じら
れる。これは田邊や彼の思想が当時の時局の中で
置かれていた位置とともに久松と田邊との微妙な
距離、あるいはすれ違いを推測させる。田邊が京
都帝国大を退官した 1945 年、久松は教授に昇進し、
「日本文化の世界的深奥性」が『絶対主体道』とし
て出版された 1948 年、久松は京都帝大の教授であ
り、田邉は軽井沢に隠居し『懺悔道としての哲学』
を発表した。これら、両論文の内容比較と両者の
当時の時局における立ち位置の違い等々は別稿に
譲るとして、さしあたり、この「日本文化の世界
的深奥性」は京都学派を攻撃する日本主義をこき
下ろすだけの代物でなかった可能性を示唆してお
きたい。

(3) 久松の他の用語で言えば「東洋的無」や「能動的無」、
「能造的無」、「主体的無」などである。久松は文
脈によって「無」の表現を使い分けることが多く、
本稿では「絶対無」を基本として適宜、文脈に合
わせて使用する。

(4) 戦中茶道への風当たりは強く、久松が心茶会の指導
を頼むことになった当時の裏千家家元である淡々
斎も茶道を通じた戦争参加と取られかねない文章
を残している ( 千、1942)

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩

>ஂᯇ㛵㐃ࡢⴭస @

久松真一 (1939)『東洋的無』弘文堂書房
久松真一 (1948)「日本文化の世界的深奥性」『絶対主
体道』弘文堂書房、37-60( 原点は旧字体。論文内で
は現代仮名遣いに改めた )

久松真一 (1987)「茶道箴」( 藤吉慈海編 )『茶道の哲
学』講談社、67-265（解説については藤吉が「昭和
20 年代から 30 年代にかけて、折りにふれ行われた」

久松の「講話を心茶会会員が筆録の上、整理し、さ
らにこれを」久松が校閲して、「主に機関紙」に発
表したものである　藤吉解説、277）

久松真一 (1994)「国家の破産」『増補　久松真一著作
集第三巻』法蔵館、452-453　

久松真一 (1995a)「偏狭を去れ」『増補　久松真一著作
集第八巻』法蔵館、239-240

久松真一 (1995b) 「心田」『増補　久松真一著作集第八
巻』法蔵館、241

久松真一 (1995c)「茶道ルネサンス」『増補　久松真一
著作集第八巻』法蔵館、439-440

北原東代 (1991)「年譜」『久松真一仏教講義　第四巻』
法蔵館、所収 ( 論文内の年譜に関して参考にした )

> ࡢࡑ @

蒲生諒太 (2014)「哲学者＝実践家としての久松真一　
茶道の講話を手がかりに」『京都大学大学院教育学
研究科紀要 (60)』209-221 

林三博 (2010)「日本精神主義の盛衰　戦前日本におけ
る捩れた思想言語の条件」ソシオロゴス (34)、43-64

石井誠士 (1997)「ポストモダニスト　久松真一」藤田
正勝編『日本近代思想を学ぶ人のために』世界思想
社、263-284

片山杜秀 (2007)『近代日本の右翼思想』講談社
倉澤行洋 (2014)「心茶会の歩み」 『月刊茶道誌　淡交』
平成 26 年 3 月号、淡交社、13-19

大橋良介 (2001)『京都学派と日本海軍　新史料「大島
メモ」をめぐって』PHP新書

千宗室 ( 淡々斎 ) 述、井口海仙編 (1942)『淡々随筆』交
友堂

竹田篤司（2001）『物語「京都学派」』中央公論社
田邊元 (1963)「国家的存在の論理」『田邊元全集　第 7
巻』筑摩書房、25-99（原点は旧字体。論文内では
現代仮名遣いに改めた）

上田閑照・堀尾孟編 (1997)『禅と現代世界』禅文化研
究所 

和田修二・倉澤行洋 (2010)『敵味方をこえて平和を織
る　久松真一と遠藤虚籟に学ぶ「現代日本」の忘れ
もの』燈影舎


	空白ページ

