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小林秀雄が歴史を主題とした批評を発表したのは︑昭和十三年十

る︒だからこそ︑﹁歴史について﹂が︑﹃ドストエフスキイの生活﹄

雄ほ︑広く歴史一般の問題と取り組まざるをえなかったと考えられ

月号の﹁文学界﹂にその一部が掲載され︑後に単行本﹃ドストエフ

ことができるであろう︒

しかし︑その時期︑そしてその歴史論の内容を考えると︑小林秀

スキイの生活﹄ ︵昭14・5︶に﹁序﹂として収録された﹁歴史につ
いて﹂が最初である︒それまでの小林秀雄の批評には︑歴史を対象

フスキイの生活﹂が機縁となっているだけでなく︑当時の社会状況︑

雄が歴史論を中心的なテーマとしていった経緯は︑埠に﹁ドストエ

さらには︑それを敏感に反映した同時代の思想罪の動向と密接な関

として扱ったものはほとんどなかったことを思うと︑この発粟は︑
唐突の印象さえ受ける︒しかし︑昭和十年八月号の﹁経済往来﹂に

本稿では︑このような観点から︑小林秀経の歴史論と同時代の思

連があったと思われるのである︒

想界の中心的存在であった京都学派の歴史論︵歴史哲学︶との関連

な比重をもって論じられていて︑この昭和十年︑あるいはそのすこ
し前あたりぐらいから︑小林秀雄の中には︑すでに伝統︑さらには

掲載された﹁私小説論﹂ ︵第四草︶では︑伝統の問題が比韓的大き

歴史への関心が芽はえていたことを知ることができる︒つまり︑小

性を考察し︑さらに︑その両者の歴史論の帰趨を追ってみたい︒

辺元といった中心的存在︑および︑座談会﹁世界史的立場と日本﹂

清や戸坂間なども含める場合もあるが︑ここでは︑西田幾多郎や田

ただし︑あらかじめ断っておくと︑京都学派と言う時には︑三木

林秀雄は︑この時期あたりから腔史の問題に関心を持ちはじめ︑そ
れがやがて︑﹁歴史について﹂というまとまった歴史論となって提
出されるにいたったというふうに考えられるのである︒

︵﹁中央公論﹂昭17・1︶ に参加したグループを指すことにする︒い

その契機の一つに︑﹁ドストエフスキイの生活﹂があったことは
言うまでもないであろう︒昭和十年と言えば︑﹁ドストエフスキイ

わゆる狭義の京都学派である︒

まずは︑昭和十年前後の思想罪の動向から見ていこう︒

の生活﹂が連載されはじめた年である︒過去の歴史上の人物をいか
にして文字の上に再生させるかという伝記の問題を通して︑小林秀

62

二
︵
1
︶

橋川文三氏は︑﹁昭和十年代の思想﹂で︑満州串変以降の内外の
危機感が歴史意識の発生を促し︑本来の歴史意識が発達するのは︑
近代日本においては︑満州事変から日中戦争前後にかけての時期が
最初であると述べている︒橋川氏によれば︑本来の歴史意識とは︑
どリオド

の意識はマルクス主義の媒介によって一般化されたものだが︑とも

普遍史や画期についての意識などを含んだものであり︑とくに画期

といった著作となって結突することは︑すでに知られている通りで

ある︒歴史を主要なテーマとしていった小林秀雄の動きは︑このよ

うな思想罪の動向と連動していたと言えよう︒

ただ︑ここで注意したいのは︑それらの歴史哲学の多くがディル

タイ流の歴史哲学を踏まえているということである︒今あげた︑三

木清や樺俊雄の著作にはその影響が顕著であるし︑また︑高坂正顕

の﹃歴史的世界﹄などにもその形を見ることができる︒さらに︑高

ルタイの世界観学説﹂となっており︑ディルタイそのものを主題に

山岩男の﹁歴史の類型﹂は︑その副題が﹁ヘーゲルの析日学史とディ

義に触発されつつ︑一方︑満州事変以降の危棟的な歴史状況に促さ

17・1︶で︑歴史哲学が盛んであった時期について︑﹁一番初めは

している︒−後に︑高坂正頂は︑座談会﹁世界史的立場と口本﹂ ︵昭

かくも︑昭和十年前後の時期に︑強固な歴史論を持ったマルクス主
れて︑歴史の問題が前景化してきたことは事実である︒

次がディルタイ流の生の哲学とか解釈学といったものから歴史析学

リッケルト張りの歴史の認識論が盛んであった時代で︑︵略︶その

歴史哲学興隆の時期を迎えるのである︒その様子を︑植田清次は︑

を考へやうとした時代で︑それが大体第二の段階と言ってよい︒﹂

とりわけ︑思想界においてその憬向は顕著で︑思想界は︑いわば
昭和八年一月号﹁理想﹂の﹁一九三二年口本所学界の回顧﹂のなか

の数年間にあたると考えていいであろう︒

と語っているが︑その﹁第二の段階﹂の時期が︑この昭和十年前後

歴史研究の機運は歴史そのものの転換期に見られる必然的現象

で︑五・一五事件などの政治社会情勢の危按に触れた後︑

史的なるもの﹂︵﹁思想﹂一月号︶︑三木清﹃歴史哲学﹄︑﹁理想﹂の

と伝えている︒そして︑その﹁優秀な論索﹂として︑高坂政頂﹁歴

雑誌においても︑同年十二月号に﹁ディルタイ生誕百年記念﹂の特

であったこともあるが︑京大の﹁祈学雑誌﹂といった純然たる研究

んである﹂と述べている︒昭和八年がディルタイ生誕百年記念の年

きについて︑ドイツとともに ﹁この国でもディルタイ研究は相当盛

当時の雑誌を見ても︑たとえば︑昭和九年一月号﹁理想﹂の﹁一

巻密特租号﹁歴史の諸問題﹂中の諾論文︑高山岩男﹁歴史の類輿﹂

集を組むなど︑ディルタイに対する当時の思相仙界の強い関心をうか

九三三年日本暫学界の回顧﹂ ︵小松輔郎︶は︑ディルタイ流行の動

︵﹁思想﹂七︑八月号︶などをあげている︒この歴史竹学興隆の気運

である︒この扱運を反映するかのごとく︑一九三二年の円木折目

が︑やがて昭和十年代において︑柑俊雄﹃歴史哲学﹄︵昭10︶︑高坂

がわせる︒また同雑誌では︑昭和十二年ぐらいまでひきつづきディ
︵
2
︶
ルタイに関する論考を掲載しているし︑一方︑京大の﹁哲学研究﹂

学界は歴史の哲学的解明を企てる幾つかの優秀な論索を得た︒

正頂﹃歴史的世界﹄︵昭12︶︑高橋里見﹃歴史と弁証法﹄︵昭14︶︑西
田幾多郎﹃日本文化の問題﹄︵昭15︶︑田辺元﹃歴史的現実﹄︵昭15︶
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も︑この時期︑ディルタイを意識した歴史哲学の論文を少なからず
︵
3
︶
載せている︒ディルタイ熱は︑翻訳にも見られ︑昭和十年前後の時
︵ − ︶

期に十冊以上ものディルタイの著作が翻訳出版されているのであ
る︒
しかし︑さらに注意を促すならば︑この時期︑ディルタイの歴史
哲学だけがクローズアップされたのではないということである︒さ

哲学︑あるいはもっとひろげて言うなら歴史主義の歴史論と相通じ

た歴史論を認めることができるのである︒
三

﹁歴史について﹂は︑歴史と自然との対比を基調にして︑論が展

史は︑﹁人間とともに始まり人間とともに終る﹂︑あくまで人間的な

小林秀雄によれば︑自然は︑人間の﹁外部﹂にあるものだが︑歴

開されている︒

事象である︒したがって︑この二つの世界を知るためには︑二つの

きに紹介した歴史哲学の著作の多くが︑ディルタイとともにラン
ケ︑ペック︑トレルチなどにも言及しっつ論を展開しているのであ

異なった能力が必要である︒たとえば︑﹁史料﹂という自然の一存

在であると同時に人間の営みの産物でもあるものに︑自然の破片を

︵〜︶

る︒あらためて指摘するまでもなく︑この系譜は︑いわゆる歴史主

見ようとするのが︑﹁人間を自然化しようとする能力﹂で︑自然の

義の系譜である︒つまり︑ディルタイ哲学の流行だけでなく︑それ
を媒介にして歴史主義全体が興降してくるのが︑この昭和十年前後

料﹂に人間の姿︑その営みを想い撒こうとするのが︑﹁自然を人間

世界に対応した﹁自然科学的な精神﹂である︒それに対して︑﹁史

化する能力﹂で︑歴史の世界はこの能力によってのみ知ることがで

の時期であったと言えるのである︒ディルタイ熱は︑いわばその水
からランケへと移して行くわけだが︑ともあれ︑このような思想罪

きる︒また︑この能力は︑単に歴史を観察するだけでなく︑それを

門を開いたわけである︒その流れは︑やがてその主流をディルタイ
の気運の中で︑小林秀雄の歴史論は形成されていったと考えられる︒

で︑人間化された自然とは︑その能力によって創られたものだから

創り出す能力でもある︒元来自然は人間化に応ずるものではないの

昭和十年八月号の﹁文学界﹂後記で︑小林秀雄は︑決のように述
近頃︑ディルタイ︑グソドル7︑クルチウス︑ベルトラムと

って︑存在によって支えられた自然とは違うのである︒

である︒つまり︑﹁歴史は歴史といふ言薬に支へられた世界﹂であ

べている︒
いふ様な人々の翻訳が出る︒ドイツ語が出来ないので名だけ闘

自然に対する歴史の特徴をさらに言うならば︑それは︑出来事の

いてゐて読んだ事がない人なので物珍らしく︑片っぽLから読
んでみた︒仲仲面白く色々教はった︒

の中には同じ様な母親が数限りなくゐたと語ってみても無駄﹂なの

であって︑子供の死という﹁一事件の比類の無さ﹂に歴史の本質が

特殊性︑その一回性にある︒たとえば︑﹁子供を失った母親に︑世

ある︒言い換えれば︑自然の世界では﹁自然常数﹂を‖目指すことが

そして︑﹁同じ時代の人々は大抵同じ様な事を考へてゐるといふ
の系譜に属する哲学者達の著作に親しんでいたことをうかがわせ

点で︑説くところは納得がゆく﹂とも述べ︑ディルタイ︑およびそ
る︒実際︑私達は︑﹁歴史について﹂において︑ディルタイの歴史
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可能だが︑歴史の世界では﹁歴史常数﹂というものは成り立たない

を尊窮しようとする点など︑その論全体の骨子は︑ディルタル固有

︵歴史常数︶ではなく個別的事実にみて︑その一回限りの歴史事実

の歴史哲学と言うよりも︑むしろ︑前述したように︑ディルタイも

然たる区別を基調に置く考え方︑さらには歴史の木質を一般法則

こがまた︑客観的存在を想定できる自然の世界と共なるところであ

なわち歴史事実は︑客観的とも主観的とも言うことができない︒そ

その影響下にあった歴史主義の歴史観に近いものとして捉えるべき

のである︒また︑その母の悲しみによって想起された死児の所︑す

る︒したがって︑常数や客観性が成り立たない歴史の世界では︑科

の世界では﹁思ひ出と希望との異名﹂であって︑これは人間の﹁生

彼の歴史論の母胎は︑そこにあったと言うべきである︒後述するよ

死児を想起する母親の愛惜の情というのがそれであって︑むしろ︑

と思われるが︑むろん︑そこに彼の独創がないと言うのではない︒

まずは︑このように小林秀雄の歴史論を性略づけることができる

である︒

活感情﹂が生み出したもの︑すなわち人間の﹁生﹂が歴史の時間を

時間も︑歴史と自然とではその性質か違う︒過去と未来は︑歴史

学は不可能である︒

発明したのである︒人間は︑﹁未来への希望に準じて過去を蘇らす﹂

うに︑やがて小林秀経は︑その世界へとひきこもり︑その世界を通

四

史論を展開していったのであろうか︒

それはともかく︑一方︑京都学派は︑昭和十年代にどのような歴

してのみ歴史の間題を考えようとするのである︒

のである︒
要するに︑人間の﹁生﹂そのものが歴史であり︑歴史酉学の訣村
はこの﹁生﹂に他ならない︒したがって︑﹁歴史哲学は︑︵略︶出来
るだけこの素材の生き物としての囚難さを尊重し︑其処に意味とか
価値とかいふものに関する︑富はば自然の必然性より退かに高次な

あった西田幾多郎も︑マルクス主義の興隆と弾班によるその衰退︑

周知のように︑﹃自覚に於ける直観と反省﹄︵大6・10︶や﹃働く

あるいは一方でのファシズムの台頭といった︑思想的および社会的

以上のように︑﹁歴史について﹂ の大略を追ってみると︑とくに

必然性を究明しようとする﹂のでなければならない︒

想などには︑ディルタイの影を認めざるをえないであろう︒また︑

ものから見るものへ﹄ ︵昭2・10︶などで︑独自の哲学を築きつつ

自然科学的な能力とは異なった能力を用いて︑﹁史料﹂から人間の

な情況に促されて︑歴史的世界に対する関心を深めてゆき︑そして︑

﹁生﹂を素材とした﹁意味﹂や﹁価値﹂に関する歴史哲学という発

姿を想いうかべなければならないとする考えも︑﹁生﹂の体験が表

自己の哲学の主題をその問題に置くようになる︒その成果が︑﹃哲

於ての個物の立場﹂︵﹁思想﹂昭13・9︶と﹁同家理由の問題﹂ ︵岩

に収められた論文だが︑ここでは︑それらに所収の﹁歴史的世界に

学論文葉 第三﹄︵昭14・11︶や﹃哲学論文集 第四﹄︵昭16・11︶

現されたもの︵史料︶を扱うには︑自然科学的な方法による説明で
はなく︑理解の方法によらなければならないというディルタイ理論
に提き換えることができるのである︒
しかし︑それらを含めて︑論全体を眺めると︑歴史と自然との戟
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波講座﹃倫理学﹄第八冊・昭16・9︶によって︑西田の歴史哲学に

この結合に︑西田の歴史啓学の特徴があるわけだが︑そのことより

う︑一即多の絶対矛盾的自己同一の論理に結びつけたものである︒

込んでいったということである︒もっとも︑新カント派が流行した

り︑昭和十年代のこの時期に︑歴史主義をその歴史哲学の中に取り

も︑ここで確認したのは︑京都学派の領袖たる西田幾多郎も︑やは

ついて︑その内容の一斑に触れてみたい︒
行によってではなく︑あくまで個の創造によって創られていく︒し

西田によれば︑歴史は︑機械的因果の法則や目的論的な連鎖の進
かし︑﹁個物は個物に対することによって個物である﹂以上︑ライ

西田は︑合理主義の立場に立ちながらも歴史主義の影響を受けてい

るウィソデルバソトやリッケルトの歴史認識論の手際よい解説を行

大正年間に発表された﹁自然科学と歴史学﹂ ︵大2・6︶などで︑

っているなど︑すでに歴史主義の発想には触れていた︒だが︑それ

プニッツが﹁モナドは他を映す︑世界を映す﹂と述べたように︑個

以が一般との関係においてのみあり得るのだから︑個即一般である︒

の中には一般の契機が含まれている︒と言うよりも︑個の個たる所

ただ︑その場合に注意しなければならないのは︑ヘーゲル流の道程

ったのである︒

は︑あくまで解説であって︑自己の析日学の主題としたものではなか

前述したように︑昭和十年前後あたりから︑思想界において歴史

的弁証法のように︑個物を一般者の分裂発展過程として捉えてはな

主義が興隆してくるわけだが︑西田に限らず︑他の京都学派の餌学

らないということである︒なぜなら︑それでは︑﹁歴史的世界に於
ての唯一なる個性的存在とは云はれない﹂からである︒そうではな

者連も︑その立場に立った歴史論︑あるいは歴史哲学を展開してい

く︑あくまで個に徹しなければならない︒むしろ︑それによっての
み一般とつながることができるのである︒要するに︑﹁歴史的に或

﹃歴史的現実﹄︑高坂正頭の﹃歴史的世界﹄︑さらには︑啓学者では

ったのである︒代表的なものとしては︑さきに紹介した田辺元の

ないが︑﹁近代の超克﹂や﹁世界史的立場と‖水﹂の搾談会に京抑

時代から必然的に戎時代に移つるというも︑自然的因果においての
個性的なるものから個性的なるものへ移り行くといい得る﹂のであ

16・8︶などをあげることができる︒また︑やや後になるが︑高山

学派の歴史家として出席した鈴木成高の﹃歴史的国家の理念﹄ ︵昭

如く一般的法則によるのではなく︑かえって特殊から特殊に︑不︑
って︑しかも︑その﹁歴史の各号の時代は︑絶対の無に接し︑各盲

対立や︑あるいは︑それぞれの研究対象の違いからくる内容上の相

との間に見られるように︑弁証汰の捉え方の相違からくる理論上の

岩男の﹁歴史主義の問題と世界史﹂︵﹁思想﹂昭和17・2︑3︶も︑

の時代が存在そのものとして︑絶対の価値を有ったものでなければ

いま︑その一部を切り取って要約してみたわけだが︑西田の歴史

違など︑京都学派内部でも︑その主張は一様ではなかった︒しかし

ならない﹂︒ランケの︑﹁各七の時代が神に直接する﹂という言葉

哲学の輪郭は︑伝え持たと思われる︒つまり︑西田の歴史哲学と

ながら︑たとえば︑脛史論ではなく︑文化類型学を論じた高山の

その立場を鮮明に出した歴史論と言えよう︒もっとも︑西田と田辺

は︑歴史における個の価値︑各時代の独自性を尊重する歴史主義の

は︑その意味において理解されなければならない︒

立場を踏塑しっつ︑さらにそれを︑個は一般とつながっているとい
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越えて歴史主夫的立場は貫かれていたのである︒つまり︑歴史主張

対性が存する﹂と述べられているように︑丼張や研究対象の相違を

するやうに︑各民族文化には価値上の比較を絶して神に直接する絶

﹃文化類型学研究﹄︵昭16・7︶に︑﹁各時代に直接する絶対性か存

なったのである︒

なわち戦竹下の現実に適用された時には︑．逆に毒性を学んだものと

たしたと㌫える︒しかし︑その反面︑その歴史論が当時の現実︑す

思想を語った昭和の唯物史観に対しては︑有効な解毒剤の役目を黒

ことたく︑単純な進悲土光の立場に立ち︑梗化した既史的必然性の

者に関してはある時点まで1いわば共同亦調をとったのである︒

対しても︑そして︑ファシズム下の現実に対してキー−−ただし︑後

小林秀雄と京都学派は︑歴史論を介して︑マルクス主義の思州心に

は︑京都学派の最大公約数だったと言えるのである︒
さて︑このように︑小林秀雄と京都学派といった︑文学界︑思想
罪の中心的存在が︑昭和十年代に歴史主義の立場に立った歴史論を

五

勃発以後︑目す一って増えはじめた社会時評風のエッセイ︑とりわ

日中戦争下の非常時の社会に対する小林秀雄の塔勢は︑日華事変

け︑歴史論と同時進行の形で語られていた昭和十四︑十五年頃のエ

展開していったのであるが︑その思想史的な意表については︑とく
︵6︶
に綴述する必要はないであろう︒鈴木成高は︑﹃歴史的同家の埋念﹄
所収の論文﹁進歩主義と歴史主義﹂の中で︑進歩主義は︑歴史を単
線的な進歩過程と見る立場から︑各時代を進歩の一階梯としてのみ

義を論じているのであるが︑これは︑そのまま昭和の思想史に置き

張したと述べている︒鈴木は︑西欧思想史の観点から歴史主義の意

串冥ほ理由を越えて妥当であるといふ︑事粟の独自性の樹立﹂キ主

来上るから安心だといふ様な事で一体どうなるか﹂︒﹁大体︑自然科

ういふ時に︑机上忽ち串変の尤もらしい解釈とか理論付けとかが出

動き﹂︵﹁神風といふ言葉について﹂昭14・10︶ に似ているが︑﹁さ

惑I﹂昭14・4︶︒それは︑いわば﹁無気味な托体を現した﹂﹁物の

﹁今日は︑事冥が思州心を追ひ越して︑先きへ先きへと進 ﹂︵﹁疑

ッセイに見ることができる︒

位置づけて︑歴史事冥をすべて進歩の一般法則の概念の下に置く
が︑それに対して︑歴史主義は︑﹁各時代がそれみづからの原理に

換えることができる︒言うまでもなく︑進歩主義に相当するの．が昭

して新しい知能を︑その上に措み上げて行くといふ建前で問遼ひは

学に於いては︑従来の知識といふものを土台として︑これを頼りに

おいて絶対であり﹂︑﹁事実が思想以上の其粟であり︑あるがままの

和のマルクス主義であって︑小林秀姓や京都学派の歴史論は︑西欧

たしかに︑それは︑昭和のマルクス主義の歴史論︑すなわち︑

局を解釈する尤もらしい理論の如きものを一切介在させな﹂︵﹁轟変

いの信長のように︑﹁難局を直かに眺め﹂︑﹁難局と銃との間に︑難

ては︑論理に頼って朝鮮は兵に失敗した秀吉ではなく︑桶狭間の戦

ないのだが︑歴史ではさうは参らぬ﹂︒したがって︑非常時におい

思想史における歴史主義とほぼ同様の思想史的意義を持っていたの

﹁後代の歴史が前代の歴史の 目的とされるようになる﹂︵﹃ドイツ・

である︒

イデオロギー﹄︶ 歴史観を否定したマルクスの慎重な配慮を名える
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ロギーを一切口にせず︑﹁黙って事変に処した﹂︵﹁疑惑Ⅱ﹂昭14・

化せよ︑と語っているのである︒こう語る彼の中に︑理論やイデオ

つまり︑小林秀雄は︑理論に頼らず︑現実を直視し︑それと一体

ルにとって︑現実は︑その意味においてのみ妥当なものであったわ

のだけなのである︒現実を理性の実現過程として捉えていたヘーゲ

れば︑ヘーゲルが肯定するのは︑現実のうちに存在する理性的なも

ク﹂が現実の中に具現化されていると考えたからである︒言い換え

て︑ヘーゲルが現実を﹁まさにその通りだ﹂としたのは︑﹁ロヂッ

むろん︑ここで小林秀経は︑ヘーゲルを誤解しているのであっ

8︶国民への信頼感があったことは疑い得えない︒あるいは︑﹁イ

けだが︑小林秀雄は︑そのヘーゲルの言葉を︑現実そのものの妥当

の新しさ﹂昭15・8︶ いことが大切である︒

た﹂ ︵司ガリア戦記ヒ昭17・5︶という﹁様々なる意匠﹂以来の一

デオPギイに対する嫌悪が︑僕の批評文の殆どただ一つの原理だっ

性を肯定する言葉として捉えているのである︒
つまり︑理論ではなく現実を︑というのは︑行きつくところ︑現

の信頼感と﹁原理﹂とを支えに︑非常時に対処しょうとしたのであ

のではないかと思われるのである︒さきに︑﹁事実が思想以上の事

そして︑そこに介在していたものの一つに︑彼の歴史論があった

実の容認︑さらには現実の全的肯定となるのである︒

貫した姿勢が︑ここにも流れているとも言えよう︒小林秀雄は︑そ
る︒そしてたしかに︑理論ではなく現実を︑という対処法は︑一般

実であり︑あるがままの事実は理由を越えて妥当であるといふ︑事

的には︑非常時における一つの知恵ある行き方であることには間違
いない︒しかし︑その非常時が戦争下の現実であったことを考える

実の独自性の樹立﹂を主張するのが歴史主義である︑という鈴木成

と︑やはり︑そこにはある危うさがつきまとうと言わざるをえな

高の言薬を引いておいたが︑小林秀雄のヘーゲル解釈から透けて見

えるのは︑その歴史主義的な発想である︒事実そのものの妥当性︑

い︒その危険性は︑﹁事変の新しさ﹂の中の次の言葉からもうかが
小林秀雄は︑﹁ロヂックといふものほ抽象的なものであり︑メカ

われよう︒

いて﹂で見たような﹁歴史上の一事件の掛替への無さ﹂という考え

その独自性の尊重が︑過去の歴史に向けられた時には︑﹁歴史につ

になるのだが︑一方︑現在の歴史に向けられた場合には︑今ある現

ニックなものであり︑それが具体的な生きた現実に︑どの程度まで

実の肯定へと赴くのである︒しかも︑その現実とは︑戦争下の現粟

当て収まるか︑それが︑現実をどの程度まで覆ふに足りるか︑そん
な事が問題ではない︒︵略︶ 話が迎様なのである︒﹂と述べ︑そし

﹁凡そ合理的なものは現実的であり︑凡そ現実的なものは合理

n︶の次の言葉である︒

そらく︑それが表面にあらわれ出たのが︑﹁文学と自分﹂ ︵昭15・

は︑彼の歴史論といわば論理的に通底していたと考えられるが︑お

このように︑危険性を含んだ︑非常時における小林秀雄の対処法

だったのである︒

て︑こう語っている︒
へエゲルが︑或る日山を眺めてゐて﹁まさにその通りだ﹂と感

的だ﹂といふあの有名な誤解され易い言葉より︑へエゲルの思

嘆したさうです︑さういふ話が伝はつてゐます︒この逸話は

想を直哉に伝へてゐる様に思ほれます︒

63

こんな形になって皆が大変心配してゐる︒さういふ時︑果して

刻々に変る歴史の流れを︑虚心に受け納れて︑その歴史のなか
に己九の孜を見るといふのが正しいのである︒日本の歴史が今

的国家の理念﹂＜﹃歴史的国家の理念﹄所収＞︶

代を導く唯一の指導者でなくてはならない︒︵鈴木成高﹁歴史

些々たる意見や立場に構って︑狭孟なる概念を主張し宜言する

ついて何事も知らぬ人であります︒歴史を審判する歴史から離

直視した信長に︑非常時におけるあり得べき指導者の姿を見た﹁事

というように︑さきに触れた︑論理に頼った秀吉ではなく︑現巽を

ことよりも︑沫く事物の奥底を見究める静かなる叡智こそ︑現

口本は正義の戦をしてゐるかといふ様な考へを抱く者は歴史に
れた正義とは一体何んですか︒空想の生んだ鬼であります︒

変の新しさ﹂の小林秀雄と︑同様の論理が語られてくることになる

このように︑小林秀雄と京都学派ほ︑相通じ合う歴史論を介し

のである︒

この言薬に︑私達は︑歴史的事冥の妥当性を首足する歴史主義の

て︑戦争に対しても︑接近した立場にいたのである︒しかしなが

命題を︑明椎に読みとることができるであろう︒泥沼化していく口
車戦争︑さらには世界大戦へと傾斜していく日本の﹁歴史の流れ﹂

ら︑やはりそこには︑相違があったことは言っておかなければなら

ない︒ともに現実︵戦争︶を肯定しながらも︑小林秀雄の論理がそ

のである︒

さらに進んで積極的に現実︵戦争︶を正当化する論理を内包してい

は︑小林秀雄においては︑こうして﹁虚心に受け納れ﹂ていかれた
そして︑このような現実肯定の論理は︑小林秀雄と同じく歴史主
義的な歴史論を語っていた京都学派にも見られるのである︒たとえ

たのである︒つまり︑京都学派の哲学者達は︑現実︵戦争︶をまず

の田辺元である︒この田辺の言葉は︑﹁文学と自分﹂の中の小林秀

と述べて︑京大の学生に︑戦争批判の禁止を説いた﹃歴史的現実﹄

ら浮いてしまふ︒我々はかゝる態度を捨てねばならぬ︒

判が現実の外に前提した規準から行はれるなら︑それは現実か

歴史を現実と離れた理念で批判する事は許されない︒︵略︶批

を肯定した西田尭多郎︑さらには︑

の問題﹂︶と語って︑結局は︑戦争下の現実に生きている﹁日本人﹂

ある︒

がすでに含まれているという戦争正当化の論理として機能したので

てはならないというその当為と︑一方での現実の妥当性を認める論
理とが結合して︑結果的には︑現実︵戦争︶には当為︵反帝国主義︶

から出たものでもあったのだが︑戦争は帝国主義的なものではあっ

この現実即当然︵田辺元︶ の論理は︑京都学派の周辺にいた柳田謙
︵
7
︶
十郎の証言にあるように︑戦争の帝国主義化を抑えようとする意図

認め︑そして︑さらにその中に当為をも認めようとしたのである︒

こに留まるものであったのに対して︑京都学派のそれは︑そこから

ての︑此時此場所に於ての自覚でなければならない︒﹂ ︵﹁国家理由

ば︑﹁良心とは抽象的理性的自覚ではない︒日本人なら日本人とし

雄の言葉にそのまま重なるであろう︒京都学派の学者達も︑まず歴

るいは﹁現実から浮いてしまふ﹂ ︵田辺元︶という言葉によって︑

しかし︑そういう相違はありながらも︑﹁空想﹂ ︵小林秀雄︶︑あ

史的現実そのものの肯定から出発して︑戦争に対処しょうとしてい
たのである︒したがって︑非常時における対処法においても︑
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秀錐と京都学派が共通していたことは︑否定できないであろう︒さ

戦争の批判を一切封じ︑結局は︑戦争を肯定した点において︑小林

では︑過去の絶対性は出来事の一回性ということに求められていた

解釈を拒絶して動ぜぬものとなるのである︒また︑﹁歴史について﹂

机と言ってよい︒そこにおいては︑死児の姿︑すなわち︑過去は︑

ち︑﹁胚史には死人だけしか現れて来ない︒従って退つ引きならね

故に︑絶対であり美しいというふうになってくるのである︒すなわ

が︑ここでは︑さらにそれを完結性に求め︑過去は完結しているが

らに言うなら︑現実に即けと語った両者は︑実は︑ともにその現実の
頁の実態が見えていなかった点においても共通していたのである︒
六

思われる︒昭十六年あたりを境に︑社会時評凧のエッセイはほとん

し︑推史における生成︑変化は認められなくなる︒﹁歴史と文学﹂

いふ事﹂日昌17・6︶というふうに︒むろん︑そうなると︑時は静止

人間の用しか現れぬし︑動じない美しい形しか現れぬ︒﹂ ︵﹁無常と

どHかなくなり︑﹁煙火と文学﹂ ︵昭16・3︑4︶や﹁伝統﹂ ︵昭

の中の言葉で言えば︑﹁お月様はいつもお月様であり︑すっぽんは

しかし︑小林秀雄は︑やがてその現災の宍態に気づいていったと

16・6︶などで歴火を語っても︑戦争という現冥の歴史的事件につ

永遠にすっぽんであるところに︑実は歴史の一石深い仔細はあるの

このように昭和十六年あたり以降︑小林秀雄は︑静的で観想的な

だ︒﹂となるわけである︒

推史観を深めていったのであるが︑こうなってくると︑京都学派の

いての直接の言及はあまりしなくなる︒彼は︑いわば現実に背を向
ある︒と言っても︑﹁人間がゐなければ歴史はない﹂︑﹁歴史は決し

推史論とは︑共通点を有しながらも︑くい違いを見せてくるのであ

けるのである︒それにともなって︑彼の歴史論も変化してくるので

の客観主義﹂を批判している持処を読めばわかるように︑その歴史

る︒その相違が浮き彫りにされたのが︑座談会﹁近代の超克﹂ ︵昭

て二度と撮返しはしない﹂︵﹁歴史と文学﹂︶という言葉や︑﹁歴史上
論の大枠には変化はないのだが︑その枠組の中で︑微妙な変化を見

17・7︶における歴史論をめぐっての両者の論議であった︒

相違は︑小林秀雄が歴史における不易性を強調するのに対して︑

せてくるのである︒
﹁歴史について﹂では︑人は︑﹁与へられた史料をきっかけとし

西谷啓流や鈴木成高は不易性とともに変易性を主張する︑というふ

ぅな対立となってあらわれた︒もっとも︑両者は︑論理的にはさほ

て︑歴史事実を創って﹂おり︑﹁侠等は未来への希望に準じて過去
を蘇らす﹂と述べられていた︒つまり︑過去は︑未来や現在との相
関関係において捉えるものであり︑したがって︑過去は時代の推移
いたのである︒しかし︑この動的な歴史像は︑静的な歴史像へと変

には﹁アナロジー﹂が見えるという小林秀雄の発言は︑﹁何処迄

クな緊張状態にある︒﹂ので︑その意味で︑歴史上の古典や大作家

に屈硯はしないが︑又︑時代から飛び離れはしない︑あるスクチッ

ど異なったことを語ったわけではなかった︒むしろ︑﹁傑物は時代

化してくる︒それは︑死児の婆を想起する母親の愛惜の念だけが脛

もその生きたその時代といふものを生抜いて行くから︑︑整地なもの

とともに︑いわば新たに︑解釈されるべきものとしても考えられて

史を蘇らせる糧なのだ︑とする小林秀雄赤来の歴史橡の世昇への還
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にぶつかって行く︒﹂という西谷啓治の言薬と通じるのである︒ま

ことであったと言えるかもしれない︒

者が変化や現在をも視野に入れようとしたのは︑あるいは︑当然の

める煙史主義的な立場では共有する部分を持ちながらも︑小林秀経

述した現実即当為の理論に乗って︑さらに隋梅的な戦争正当化への

いったのに対し︑京都学派︑とりわけ西谷梯治らのグループは︑前

そして︑これ以降︑小林秀雄は︑ますます古典の世界へ沈浴して

並みを乱したのである︒

ともあれ︑こうして︑小林秀雄と京都学派は︑その共同歩調の足

た︑小林秀雄自身も︑﹁変らないものに永遠性があるのではなく︑
変るものの中に永遠性︑かある﹂という鈴木成高の言葉を︑﹁それァ
さうだと思います︒﹂と甘足している︒つまり︑両者ともに︑変りゆ

の方は︑﹁何時も同じものがあって︑何時も人間は同じものと戦っ

一月号﹁中央公論﹂の座談会﹁総力戦の啓学﹂と同年二月号﹁文学

道を突っ走しっていったのである︒その両者の距離は︑昭和十八年

く歴史の中の各時代の永遠性︑したがって歴史における不易性を認

てゐる ー さういふ同じもの ー といふものを貫いた人がつまり永

イと現状独逸哲学﹂ ︵昭9・10︶︑﹁若きディルタイ﹂ ︵昭11・

︵2︶ たとえば︑﹁ディルタイ著作年譜﹂︵昭9・1︶︑﹁ディルタ

収︒

︵1︶ ﹃近代日本思相心史講座﹄第一巷︵筑摩書房︑昭34・7︶所

︹
注
︺

界﹂ の ﹁実朝﹂との間に見ることができる︒

遠なのです︒﹂と︑その不易性のみを強調したのである︒
両者は︑いわば力点の置き所が異なっていたわけだが︑それは︑
過去︵古人︶の絶対性に対する捉え方にも見られる︒すなわち︑小
林秀雄は︑﹁古人は達するものに達しちゃったんです︑古典はわ︒﹂
というように︑完結した過去の絶対性をただ仰ぎ見るのに対して︑

1︶︑﹁ディルタイ哲学﹂ ︵昭12・1︶など︒

たとえは西谷啓示は︑やはりその絶対性を認めるのではあるが︑﹁自

て昔の人の歩いた道が本当に掴めるか﹂というふうに︑それを現在

2︶︑由良暫次﹁歴史的真理と歴史的認識の方法﹂︵昭10・7︶

︵3︶ 代表的なものとしては︑枠 俊雄﹁歴史的時間﹂ ︵昭10・

分といふものが置かれてゐる現実の生活といふものから離れて黒し

て︑現在からの解釈を拒絶する者と︑解釈を認める者との相違と言

である︒つまり︑現実に背を向けた者と︑いまだ現実に精極的にコ

︵同︶︑﹁想象力の分析﹂ ︵昭12︶など︒

﹁世界観の研究﹂︵同︶︑﹁世界観学﹂ ︵同︶︑﹁世界観の獅型﹂

哲学﹂︵昭9︶︑﹁近代美学史﹂ ︵同︶︑﹁体験と文学﹂ ︵昭10︶︑

﹁詩と体験﹂︵昭8︶︑﹁独逸精神史研究﹂︵同︶︑﹁歴史と生の

︵4︶ ﹁解釈学の成立﹂︵昭7︶︑﹁記述的分析的心理学﹂︵同︶︑

の論文なども掲載されている︒

など︒その他︑本文中にあげた高坂正顕の﹃歴史的世界﹄所収

との関係においても見出そうとするのである︒それは︑過去に対し

静的で観想的な歴史観へと傾斜していった小林秀雄は︑歴史論に

ってもいいであろう︒
おいて︑京都学派とこのようなくい違いを見せるのだが︑おそらく︑

ミットしようとしていた者との相違が︑両者の歴史論の相違に投影

その相違は︑両者の現実に対する姿勢と関連していたと思われるの

しているのである︒前者が不易なものや絶対的な過去へと赴き︑後
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背景としてうまれ︑ランケ︑サヴィニーを頂点とする流れをさ

︵5︶ むろん︑ここで言う歴史主義とは︑ドイツ・ロマソ主義を
す︒カール・ポ．バーが﹁歴史主義の貧因﹂で扱っている︑ヘー
ゲルなども含めた広義の歴史主義ではない︒
︵6︶ 丸山其男﹃日本の思想﹄︵岩波雷店︑昭36・11︶︑橋川文三
﹁歴史意識の問題﹂ ︵﹃近代日本思想史講座﹄第七巻＜筑摩書

︽会員近著紹介︾

﹃自氏文集訓点の研究﹄

宇都宮睦男著

本邦は著者が卒業論文以来一貫して追求してきた漢籍訓点資料の
研究の中でも核を成している﹁自氏文集﹂古訓の研究の現在までの

序幕

到達点をまとめたものである︒木書の構成は次下のとおりである︒

を展開している︒しかし︑両氏とも︑小林秀雄のみを特筆して

房︑昭34・11＞所収︶が︑すでにその問題についての詳細な論
論じており︑京都学派についてはほとんど触れていない︒

集の﹁mm色共通訓﹂︑第三節 時賢本臼氏文集の﹁他色共通

第一節 時賢本臼氏文集の訓点概説︑第二節 時野本自氏文

第一幕 白氏文集訓点の系統的研究

︵7︶ 柳田謙十郎﹃わか忠相心の遍歴﹄︵創文社︑昭26・誓︒
− 広島文教女子大学講師 −

訓﹂︑第四節 時賢本白氏文集の﹁固有訓﹂︑第五節 時野木

彗雷需用白氏文集

第一節 猿投神社蔵自氏文集巻第三貞治二年点︑第二節 貞

自氏文集の﹁通用訓﹂︑第六節 目氏文集巻箪二の﹁後世訓﹂
第二葦 自氏文集訓点の歴史的研究

治二年点自氏文集の字音声点︑第三節

巻坦二訓点︑第四節 踊轟瑠舶載自氏文集巻三訓点︑第五節
用暦三年刊本自氏文集巻第三訓点

堕二章 日本古典文学作晶所引自氏文集訓点

第一節 概観︑第二節 源氏物語所引自氏文集巻些二訓点︑

第三節 平家物語所引自氏文集巻第三訓点︑第四節 太平記
剖占⁝

所引自氏文集巻第三訓点︑第五節 謡曲所引自氏文集巻第三

憲5版︑五一八巧昭和五九年三月︑洪水社刊二二︑〇〇〇円︾
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