
ハイデガー・フォーラム第 11 回大会  

応募発表要旨１	

（統一テーマ：芸術の由来と思索の使命）  

 

 

ハイデガー芸術論の射程――「対をなすもの」の問題系から  
 
存在と存在するもの、真理と非真理、世界と大地等々、ハイデガーの思考は対をなすも

のによって支えられているようにみえる。だが、この関係は非対称であり、一方を他方に

還元しうるわけでもなければ、図と地のような、前景化と潜在性の関係でもない。このよ

うに、対をなすものにむけられた特異な思考の本性に着目し、それと対決することが、ハ

イデガー解釈において大きな意味をもつように思われる。しかし、とくに芸術をめぐる言

説においては、いわばハイデガーによる公式の概念規定に、対をなしてまとわりつく分身

(double)が重要であり、たとえばデリダも『絵画における真理』において、ハイデガーとシ

ャピロ、対をなすものとしての靴、エルゴンとパレルゴン等の問題系に照準をさだめてい

る。 

以上のような展望のもとに、本論の課題をなすのは、ハイデガーが『芸術作品の根源』

や『ニーチェ』において切り開いた地平を、とりわけ現代フランスの哲学者による読解を

参照しつつ、いまいちど検証してみることである。そのさい主題化されるのが「対」をめ

ぐるテーマであり、照応や相克(Zwietracht)の思考である。つまりハイデガーの言説に畳み

こまれた襞の二重性(duplicité)を展開し、芸術をめぐる思考の痕をたどりつつ、その可能性

の射程を測ること、そしてデリダらの視点から照らしだされたハイデガー芸術論のもつ意

味を背面から暴き示すことである。 

具体的には、作品、美、詩という三つの契機に着目し、その各々に関して、ハイデガー

を機縁にくりひろげられた議論を吟味していきたい。 

 

（１）作品――エルゴンとパレルゴン 

ハイデガーは芸術の本質を真理の作品化にみる。真理がみずからを置きさだめる場所、

存在するものにおいて生起する真理の出来事、それが作品であり、その比類ない出来事性

は、道具の有用性や使用可能性との対比において語られている。そして有用性を離脱

(détacher)させ、使用外に置くという作品のこの動向が、逆に道具の、さらには存在するも

の一般の、存在性格としての Verlassenheit（信頼性）を現出せしめるというのである。こ

うした作品解釈に対してデリダは、有用性と無用性という対概念ではなく、むしろエルゴ



ンとパレルゴンの対比に注目する。ここで、さしあたりパレルゴンとは、作品の内部とも

外部とも規定しえない中間的なもの、たとえば枠や縁、署名部分などであり、とりわけ作

品におけるパレルゴン的構造がみいだされるのは、剝きだしの裸の物に付け加わる残余

(Rest)においてである。デリダは、作品内にある作品外的なものの働きに着目しつつハイデ

ガーの言説を解体し、だが同時にたとえばシャピロの素朴な実証科学的言説に汲みつくし

えない可能性を開いてみせている。 

 

（２）美――無関心性とおぞましさ 

『ニーチェ』のなかでハイデガーは、美の無関心性というカント的規定に対して、一種

の存在論的解釈を試みている。無関心性とは、けっして主観主義的感情の一状態を意味す

るわけではなく、むしろハイデガーによれば、美への態度は、存在するものをそのままに

許容し、自由にあらしめることであるという。つまり関心「なし」とは、同時に存在の恵

与(Gunst)に呼応する最高度の努力にほかならないことになる。 

他方デリダもまた、純粋な遮断としての関心「なし」について精緻な解釈をくわえてい

るが、ここでむしろ重要なのは、カントが『判断力批判』においてふと漏らした一節のう

ちに、おぞましさ（嘔吐をもよおさせるもの）への感覚の働き、いわば暴力的な反省性と

もいうべき働きを見いだしていることであろう（デリダ『エコノミメーシス』）。 

 

（３）詩――根源と無気味なもの 

	 ハイデガーにおいて芸術の本質は詩作（ポイエシス）であり、「ある民族を歴史に刻みこ

む」（ラクー=ラバルト『詩の政治』）こととしての神話であったと一般に解されている。だ

が、忘却された根源を再想起する企てとして、詩と政治の両者は同じ資格で扱われうるの

だろうか。たとえばハイデガーのアンティゴネー解釈（『形而上学入門』）にみいだされる

テーマのひとつが、国家創設や共同体形成において普遍的にともなう暴力性であるとすれ

ば、詩とはむしろ、無気味なものへの静かな応答として、起源における原痕跡を（事後的

なずれ
．．
によって）語る運動とみなすことができるのではなかろうか。もちろんその場合も、

そうした詩作固有の動性こそが「地上にあって異郷のもの」（トラークル）たる思惟の本性

であることを強調するハイデガーの言説に対して、精神の対をなす二重性（geistig と 

geistlich）がまとわりついてくることを忘れてはならない（デリダ『精神について』）。 
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良心としての芸術作品  
 

我々は、美術館に足を運ぶことで、また印刷物やインターネットを介して、多くのアー

ト（芸術作品）に触れることができる。しかし、美術館の中には、その前を素通りしてし

まう作品もあれば、我々の足を止めさせ、心を揺り動かす作品もある。心を揺り動かす作

品とそうではない作品、そして美術館におかれるような芸術作品とそれ以外の物を分ける

ものは何であるのだろうか。 

アートとそうではないものを考える際、よく引き合いに出されるのが、1917年に起こっ

たデュシャンの「泉(Spring)」の展示にまつわる有名な騒動である。デュシャンが創設され

たばかりのニューヨーク・アンデパンダン展に偽名で出品した男性用小便器に署名をした

だけの作品は、彼に無断で撤去されてしまった。このことは、当時、「泉」がアートとは認

められなかったことを示している。 

この事件を考察するための有益であると思われるのが、アーサー・ダントーの提示した

「アートワールド(artworld)」という概念である。ダントーはひとがそのなかで或るものを

アートとして見ることで身に付けてきた、アートの歴史や理論についての知識を含むよう

な環境（アートワールド）によって、或るものがアートであるのかそうではないのかが決

定されると主張した。この議論を踏まえれば、デュシャンの「泉」は当時の「アートワー

ルド」では認められなかったが、しかし現在では「アートワールド」が改変、拡張された

ことによってアートであると認められるようになった、と理解できる。 

しかしながら、ダントーの議論は、ある物が博物館に置かれるのではなく、美術館に置

かれる理由の説明ではあっても、我々が美術館である作品の前を素通し、ある作品の前で

は立ち止まるという事態の説明とはなっていないと思われる。本発表で筆者は、我々の心

を動かし、足を止めさせる作品の性格を、ハイデガーの『芸術作品の根源』(1935/36)にお

ける世界と大地の抗争(Streit)から解明したい。 

考察の手掛かりとして、ゴッホの描いた「農夫の靴」と、スポーツシューズの広告写真

のちがいについて考えてみたい。ゴッホの描いた農夫の靴も広告のスポーツシューズも、

それは「歩くためのもの」としての「靴」であることに変わりはない。しかし、我々がゴ

ッホの絵を見て心を動かされる場合、ただ「靴」という意味だけではないそれ以上の意味



を読み取っている。ハイデガーが指摘するように、ゴッホの油彩画のなかに、農夫の労働

や生活の全体、いわば農夫の世界が現れているのであるとすれば、ゴッホの油彩画（物）

は、「靴」という意味（歩くためのもの）だけを示しているのではなく、ただの「靴」とい

う意味に収まることに抗っている
．．．．．

といえる。 

このような抗争は、ダントーのいう「アートワールド」においてアートと認められる作

品すべてで起こるわけではなく、また「アートワールド」では認められない物（作品）に

おいて起こることもありえる。筆者が強調したのは、そのような体験において、我々の世

界が動揺していることである。すなわち、ゴッホの作品（物）は、我々の通常の「靴」の

意味には収まらないことによって、我々が「靴」をただの「道具」とみなす世界を動揺さ

せ、問い直しの契機となる。 

『存在と時間』(1927)において、我々が普段自明化している世界の無意義性を明らかにす

ることで動揺させ、本来性へと変容させる契機が、不安(Angst)という良心の呼び声とされ

た。そしてまた、決意した現存在は、他者たちの「良心」となりうると指摘されてもいた(SZ, 

298)。そこにおいて世界と大地との抗争が起こっている芸術作品が我々の世界を動揺させ

る力をもつとすれば、そのような芸術作品は、比喩的に
．．．．

「良心」と呼びうると、本発表で

は主張したい。『存在と時間』において不安は、その対象(Wovor)と理由(Worum)が世界の

中に見出されず、自らが自らに呼びかけるという構造を持つとされていた。それに対して、

抗争を持ちこたえている芸術作品は、決意した者がそうであるように、（我々自身からでは

なく）世界の内から我々に呼びかけてくる「良心」といえるのではないだろうか。 

	 本発表では最後に、デュシャンの「泉」を再解釈することによって、デュシャンの「泉」

がゴッホの「農夫の靴」とは違う抗争の内にあることを明らかにしたい。ゴッホの「靴」

において、「靴とは何か」という意味と物とが抗争しているとすれば、デュシャンの「泉」

では「芸術とは何か」という意味と「道具とは何か」という意味とが物において抗争して

いるといえる。ダントーの用語を用いれば、ゴッホの「農夫の靴」では、ある「アートワ

ールド」の内部
．．
で抗争が起こっているが、デュシャンの「泉」では、「アートワールド」自

．

体
．
が抗争に巻き込まれているといえる。その意味で、「泉」では抗争がより深いところで起

こっているのであり、より深部へと響く良心の呼び声が生起しているといえるだろう。 
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解釈学的経験の普遍的位相  
――芸術の思索と言語性(Sprachlichkeit) 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 あらゆる芸術を詩作として考え、そして芸術作品

が 言 語 で あ る こ と (das Sprachsein des 

Kunstwerks)を顕わにする思考は、それ自体なお

言語への途上にある。 

H-G, Gadamer 

 

この言葉は「芸術作品の真理(Die Wahrheit des Kunstwerks)」(1960)と題された論考に

おけるガダマーの最後の言葉である。この論考は、もとはレクラム文庫版より『芸術作品

の根源』が刊行されるにあたり、その「導入にむけて(Zur Einführung)」というタイトル

で執筆されたものであった。引用に示される通り、芸術の本質は詩作すること(das Dichten)

である――こうしたテーゼは言語の言語性(Sprachlichkeit)をもって、ガダマーへと受け継

がれた。つまり、この「芸術作品が言語であること」は、言語性というメタ次元をもって

あらゆる解釈学的現象の可能性の根本的基盤として、ガダマーの解釈学思想の中枢へと置

かれたのである。しかし、こうした解釈学的現象として芸術を扱うことは、ベーメ(Böme, 

Gernot)も指摘するように不当な「解釈学への美学の狭隘化」の一種であり、それをもって

純粋な美的次元の領野を貶めてはいないか。芸術の固有な自律的要求を誤認することにな

りはしまいか(Grondin, Jean)。ハイデガーが準備した芸術作品の存在論の基盤の上で、正

当にもそれを引き受け、そして自らの哲学的解釈学において芸術経験におけるロゴス的位

相を独自に拡張したガダマーの答えは、否である。ガダマーはこうした芸術作品の存在論

の解釈学的な拡張において、芸術について思索することの意義を、かつてハイデガーが存

在の意味への問いを時間的地平の内に規定したように、時間的歴史性の内に問い続けた哲

学者であった。本発表の目的は、ハイデガーの芸術の思索を基盤としつつガダマーによる

芸術作品の解釈学的展開を見届け、解釈学的経験の普遍相から芸術を思索することの意味

を問うことにある。本来的に「存在の仕方」を問う芸術哲学(Philosophie der Kunst)は、い

かなる問いを芸術に立て、また芸術こそがある答えであるところの問いとは、いかなる思



索におけるものであるか。 

ガダマーが主著である『真理と方法』の第一部において展開した芸術論を支える理論的

支柱はふたつあった。ひとつはカントをはじめとする近代美学の主観主義的思考の克服と、

もうひとつは芸術作品の存在論的・解釈学的意義を現象学的手法を用いて記述することで

ある。このふたつの柱はその大部分
、、、

ハイデガーの芸術の思索に対する応答と見ることがで

きる。グロンダンも評する通り、芸術作品をその真理要求(Wahrheitsanspruch)の内に見て

取り、「ハイデガーのテーゼを歴史的な研究でもってより説得力あるものにしたことは、ガ

ダマーの功績である」といってよい。しかしながら、『真理と方法』におけるガダマーの芸

術の思索における問題設定は、ハイデガーのそれとは明確に異なる動機に導かれていたの

もまた事実である。第一の柱の背後に、ガダマーはそれと表裏一体の関係として人文主義

的知見の復興を見ていたし、なんといってもガダマーの芸術の思索の最大の意図は、ロゴ

ス的位相に支えられた解釈学的な真理――すなわち、自然科学的な方法意識とは別の次元

において固有に確保されるべき精神諸科学にとっての真理――経験の普遍性へと到達する

為の根本的基盤を、芸術経験の内に与えることにこそあった。新カント派の美学理論の固

有の先入見によって覆い隠されていた芸術作品の本質への問いを獲得するというハイデガ

ーの思考の歩みと多くモチーフを共有しながらも、両者の芸術の思索が見据えるその先は

やはりどこか異なるところに向かうのである。 

	 こうしてガダマーはハイデガーの思想的基盤に従いつつも、ハイデガーによる述語から

離れ、独自に解釈学的経験の地平を深化させる道を辿った。ガダマーにとって芸術経験は、

哲学および精神諸科学の領域全体に対して、その有効性を要求する真理の次元を開示する

と同時に、そうした領域全体における真理生起の根本諸可能性として言語性の次元を切り

開くものであった。こうした解釈学思想は、一見すると「芸術の真理への問い」から「解

釈学への道」を見いだそうとする哲学的プログラムの遂行を表すように思われるかもしれ

ない。すなわち、そこで芸術は哲学のためのある種の手段(Organon)として位置づけられて

いるのではないか、と。答えは否である。「芸術の真理への問い」を通じてガダマーは、芸

術がそこへと嵌め込まれているところの言語的なるものの包括的な解釈学的次元こそを明

示したのであり、したがって芸術の思索は手段ではなくそれ自身の内に留まり、言語的真

理の生起に参与するまさに言語への思索の途上なのである。 

芸術が我々に立て、そして芸術がある答えである問いとは、こうして美的な問いではあ

り得ない。それは他ならぬ解釈学的な問いである。美学
、、
は解釈学へと吸収されねばならな
、、、、、、、、、、、、、、、

い
、
――とガダマーは主著において核心的な言葉を残しているが、それはこうした問いの解

釈学的連関の内においてのみ、芸術の思索は真に芸術哲学たるがゆえなのである。 



ハイデガー・フォーラム第 11 回大会  

応募発表要旨４	

（統一テーマ：芸術の由来と思索の使命）  

 

 

制作・実験・創造  
 

１	 「芸術」の由来について、それが草木を「藝
う

える」技術を原義としており、そこから

技芸に類する一般的な意味が生じた、という説明がなされることがある。しかし、この意

味での「藝術」はすでに文明化された園芸技術を象徴的に指し示す観念である。 

	 むしろ、「藝」の字が「艹」をもつ「艸
ソウ

部」に類しており、「艸」つまり草木に働きかけ

る行為にかかわっている点に着目してみよう。草木は大地から生えてくる。この「艸」が

「土」から育ってくるありさまの象形が「生」である。「ピュシス」(φύσις)の語根 φυ-もま

た、植物の芽「吹」きの模倣を音韻の源泉とする。自然
ピュシス

は、古代の漢字的思考において、

艸の生──草木に現れている生命──として表明されている。 

	 この生への人為的介入をかたどる原初の文字は、おそらく「作」であり、その古形「乍
サ

」

である。「乍」は、枝が折り曲げられた姿をかたどっており、また「乍」が含意する「折」

の動作は、古形「㪿」が示すように、「斤
キン

」つまり刀によって「艸」が断たれる光景に由来

する。 

	 ここにポイエーシスとテクネーに交錯する原‐漢字的思考の一旦が垣間見られる。「乍」

は、生を折り曲げ、その過程を変化させるポイエーシスの原初形態を示しており、刀を使

って切れ目を入れ、自然を断ち切るテクネーに通じている。 

	 ソフォクレスの『アンティゴネー』には、自然を変形して支配する人間の不気味さが語

られていた。「乍」の字には、生の過程に手を加え、それを技術によって切断するという、

自然と人のあいだの原初的な乖離の経験が示されている。 

 

２	 「乍
つく

り」は自然に介入する。そこから、道具をつくり、家を建て、国をつくる、とい

う「芸術」の基本領域が開かれる。ただし、この次元からもたらされる人工物はほとんど

の局面で実現可能であり、計画によって制御しうる有限の「制作」の対象である。 

	 これに対し、芸術がむしろ制作と実現に抵抗するものに専心する場合がある。その範例

として、オウィディウス『変身物語』に描かれているダイダロスの神話を取りあげてみよ

う。 

	 神話によれば、ダイダロスは空を飛ぶという「未知の技術
ア ル ス

」に専念した。それは「自然」



を「新たにする」企てである。もちろん、古代の人々にとって空を飛ぶことは自然の理に

反する実現不可能なものであった。しかし今日、人は技術を用いて空を飛ぶことができる。

ここでは、かつて不可能とされた理念が、実験と学知の追究をともなう新たな技術の発明

により、人工物としての作品のもとで部分的に実現されている。 

	 実現した作品は理念の縮小模型であるが、単なる虚構ではなく、実現の程度について成

功や失敗を判定しうる点に特徴がある。同様の事態は芸術
ア ル ス

の分野にも生じうる。自然の法

を刷新するダイダロスの「わざ」への専心は、ジョイスが『若い芸術家の肖像』の冒頭に

掲げた銘句の理念でもあった。或る種のモダニズム芸術には、「制作」の領域からは生じえ

ない特異な出来事への企てが認められる。芸術はそこでは既存の技術を凌駕する「実験」

の体制に属している。 

 

３	 とはいえ、芸術の実験的体制が、無限にありそうにない事柄や、絶対的に実現不可能

な事柄にかかわっているとはかぎらない。そうした事柄は、おそらく「奇蹟」と形容され

うるものに近い。しかし芸術がそのような出来事の「創造」を理念としている場合がある。 

	 たとえば、ナグ・ハマディ写本の中に、キリスト教の外典に属する次のような断片があ

る：「木を割ってみよ、そこに私がいる」。ここにいう「私」はイエスを指している。 

	 J・ケージはこのような奇蹟の出現として音の生起を捉え、「作品」のもとに提示しよう

としていた。この場合、奇蹟とは偶然の没根拠的な連鎖の果てに起きている個々の音事象

であり、それらがそこここに発生していることの謎である。この芸術はおそらく、イエス

の言がそうであるように、世界あるいは存在に向き合う構えに根本的な転回を引き起こす。 

	 別の「奇蹟」の系譜として、「無からの創造」という理念がある。それは、常識的に考え

れば人間に不可能な行為である。しかしハイデガーは、無を存在者から区別することで、

この理念を肯定する思考の筋道を示唆していた。おそらくこの思考に近い場所から、初期

の古井由吉は、「人間的に不可能だとされているもの」を創造する試みを作家の課題として

いる。それは「不可能なものを可能とする」文学であり、現実に影のようにつきまとう「虚

なるもの」を描きだす一種の「奇譚」であるという。 

 

	 制作・実験・創造という、芸術の諸次元を暫定的に区別した三つの特徴を手引きとして、

おもに今日の現代芸術の諸問題、とくに「芸術終焉」論に呼応するかのような──おそら

く実験に乏しく、奇蹟的な創造への問いが排された──種々の事態を分析し、その批判的

な吟味のうえで、芸術の未来を構想することが、本発表の課題である。 
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芸術作品における真理の問題  

 

	 『芸術作品の根源』は、ハイデガーの数ある著作の中でも、これまで読まれ、また論じ

られることの多かった作品である。その理由としては、ゴッホの靴の絵に代表される、具

体的な芸術作品についての叙述や簡潔で魅力的なテーゼが随所に見られることが挙げられ

るだろう。 

	 とはいえ、「芸術は真理を作品のうちへと打ち立てることである」(GA5 65)というこの著

作の核となっているテーゼについては、これまで主題的に考究されることはあまりなかっ

たように思われる（デリダの『絵画における真理』もしかり）。このテーゼが核心にある限

り、『芸術作品の根源』はまずもって真理の問題の観点から理解され解釈されねばならない

だろう。この著作の本文中で『存在と時間』において真理の問題を扱った箇所を参照する

ようハイデガー自身が求めている(vgl. GA5 49)ことからも、そのことは明らかだろう。 

	 『存在と時間』の真理論では、言明における真から存在者の自己呈示へ、さらに存在者

の自己呈示を可能にする世界の開示性へと、真理現象の根拠づけの連関が解明されていた。

『芸術作品の根源』でも、ゴッホの靴の絵をもとに世界の信頼性が論じられ、この絵画が

農婦の靴をその真なる有様において描いたものである（存在者の自己呈示）ことが明らか

にされる。だが、芸術作品論において世界は新たに大地との闘争という観点から論じ直さ

れる。だが、ここで言われる大地とは何か。 

この著作で「大地とは本質的にみずからを閉ざすものである」とされるが、こうした言

明でもってハイデガーは、芸術作品においてとりわけ際立つ、「物」のもつ存在感（輝き、

響き、手ごたえなど）を捉えようとしていると考えられる。作品がもつ物としての側面に

ついては、しかしひとりハイデガーだけが捉えようとしたのではない。たとえば、戦後日

本の美術において〈もの〉派と呼ばれた作家たち（「石を、紙を、鉄板を、あるいはそれら

の組み合わせを、ほとんど手を加えることなく、いわば、ただそれだけの〈もの〉として

ならべ置いた」1などと言われる）もまた、彼らなりの仕方で物のもつ存在感について、実

                                                   
1 『美術手帖』（美術出版社、1970年 2月号）、34頁。 



際に作品を制作することによって肉薄しようとしていたと考えられる。 

だが、こうした〈もの〉派の作品のうちには、大地の対蹠者である世界についてのなん

らかの洞察（あるいは希求と言うべきか）もまた含まれているように思われる。ハイデガ

ーにとって世界とは「そのつどすでにつねに、私が他者たちとともに分かち合っている」(SZ 

118)ものとして、公共的な世界（共世界）であった。こうした世界は、ハイデガーにとっ

てはしかしまた歴史的な世界でもあって、『芸術作品の根源』では、樹立としての「芸術が

歴史を根拠づける」(GA5 65)のであり、芸術作品とともに「新たな本質的な世界が突如す

がたを現した」(ebd.)ことが、古代ギリシア、中世、近代へと展開したヨーロッパの歴史の

変遷に即して論じられていた。このように述べることでハイデガーは、芸術作品によって

私たちの生きる共世界が新たに編成し直され、歴史の時代が画されてきたことを指摘して

いる。 

何らかの芸術作品によって、またそれとともに特定の歴史的な時代がはじまること。こ

のことを論じた箇所で、ハイデガーは改めて「芸術は真理を作品のうちへと打ち立てるこ

とである」という、この著作の核心にあるテーゼに言及する。そこでは、「芸術は、作品の

うちで存在者の真理を発現させる」(ebd.)などとされるが、しかし『芸術作品の根源』で論

じられる真理とは、後記によれば「存在の真理」(GA5 69)のはずである。 

芸術作品における「存在の真理」の問題を理解するためには、むしろ古代ギリシアのア

レーテイアーを参照しながら真理を「非秘匿性」として解釈し、それを秘匿性および通常

の意味での真の対向者である偽との相互対立において捉えた箇所を見るべきである。そこ

では、非秘匿性とこの二つの非－真理（非－非秘匿性）との対立は、すでに述べた世界と

大地との間の闘争からは区別して「原闘争」(GA5 48)と呼ばれている。 

ここで 1930年代中頃にハイデガーが展開した「存在の真理」論を参照するならば、存在

の真理が秘匿性において積極的に論究されているらしいことが分かる。また、存在（有）

については、『哲学への寄与論稿』で「死は有の最高の証し〔である〕」(GA65 230)とも言

われていた。だとするならば、『存在と時間』において「実存の真理
、、、、、

」(SZ 221)とされた現

存在の本来性を、ここで再び、今度は『芸術作品の根源』に即して読み直すことができる

のではないか。死の問題から、「芸術の由来と思索の使命」について考えることを試みるた

い。 
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ハイデガーとドゥルーズ／ガタリ  
 

ドゥルーズ／ガタリはハイデガーをどのように読んだのか。これを検討するのが本発表

の目的である。こう述べると少なからず疑問を抱かれるかもしれない。なぜなら、ドゥル

ーズ／ガタリは、レヴィナスやデリダなどと異なり、ハイデガーに関する著作もないどこ

ろか、ハイデガーを主題とする論文さえ残していないからである。とはいえ、若き日の小

論から主著、そして最晩年の著作に至るまで、彼らはその端々でハイデガーに言及してい

る。たとえば、自他ともに「哲学すること」を試みた最初の本とみなされている『差異と

反復』において、冒頭でまっさきに言及され、本論の核心的部分で注記として補論され、

さらに掉尾で批判的に検討されるのがハイデガーである。また、ウェブ限定で公開されて

いる講義録や Dosse による評伝を読むと、書かれたものからは窺い知れないほど持続的に

彼らがハイデガーへ関心を寄せていたこともわかる。そもそも、３Ｈの哲学（ヘーゲル、

フッサール、ハイデガー）の影響が濃厚な 50年代フランスの知的環境で学生時代を過ごし、

続いて訪れたラカン・ブームを直接的に経験した彼らが、ハイデガーと無縁でいられたは

ずなどないだろう。 

こうした理解の下、本発表ではドゥルーズ／ガタリにおけるハイデガーへの断片的叙述

と伝記的事実を交錯させながら、彼らの解釈の要諦を浮き彫りにすることをめざす。具体

的な手続きは次の通りである。まず、ドゥルーズ／ガタリに寄り添いつつ、ハイデガーと

彼らの存在論の異同について検証する。そしてそれを受け、異同の焦点となる出来事をめ

ぐる両者の言説を吟味する。最後に、ドゥルーズ／ガタリのハイデガー解釈に通底する思

考の fil conducteurを析出し、それが何をねらっているのかを明らかにしたい。 

さっそく『差異と反復』の企図を要約してみよう。同書におけるドゥルーズの試みは、

①西洋哲学の「正統」にみられる、同一性や恒常性に真理を見出そうとする態度を「思考

のイメージ」の暗黙の了解に基づくものとして糾弾すること、②そうした了解が差異と反

復の不可分の連動の軽視や看過に起因するのを論証すること、③その連動の実質を「イメ

ージなき思考」と命名し、そこにはらまれる思考のポテンシャルを西洋哲学の「正統」と

は別の仕方で展開することに存している。これは、ドゥルーズ自身も認めているように、

ある程度までハイデガーに共鳴しうる身振りといってよい。ただし、ドゥルーズによれば、



ハイデガーは差異について慧眼を示しながらも、反復について精察を怠ったため、差異が

はらむ異他化の力能を同一ならぬ「同じもの」に収斂させてしまった。ハイデガーは実際、

存在論的差異を二重襞と規定したにもかかわらず、取り集め(Versammlung)という構想に

引き寄せられ、それを一重襞に結ぶ［折り畳む］ことに執心してやまない。ドゥルーズは

ここに、ほかならぬおのれの思考に対して不徹底なハイデガーの姿を見出す。ハイデガー

もまた、「正統」とは違うものの、依然として「思考のイメージ」に囚われているというわ

けである。 

そうしたハイデガーの思考がより洗練されたかたちであらわれ、かつドゥルーズ／ガタ

リとの相違が明示的に考察できるのは、やはり技術論の領域だろう。ハイデガーは技術の

本質を Ge-stell にではなく、現実的なものの根本動向、すなわち現前性に求め、それを性

起の出来事(Ereignis)という観点から自然と結びつける。性起の出来事において重要なのは、

技術と自然に通底する出来事としての性起が人間に思考を要請することであり、人間がそ

の要請に従って発生論的次元における存在の思考を疎かにしないことである。この性起の

出来事は、現前を贈与するものの、それ自体は現前しない限りで「脱‐」という運動を伴

い、いわば根拠を絶えず脱根拠化する。だが他方で、ハイデガーはそこに固有なもの、本

来的なもの(eigen)をみようとする。それは必然的に、そのネガである非固有なもの、非本

来的なものとのあいだに優劣の線引きをすることになるだろう。 

ドゥルーズはハイデガーのそうした傾向への警戒感を隠さない。そこには収斂する限り

での「同じもの」に訴えるのと変わらない思考の枠組みが窺われるからだ。そしてガタリ

との協働作業で、とりわけガタリの横断性(transversalité)という概念を援用しつつ、性起

の出来事を領土化の出来事(événement)によって脱臼させようともくろむ。『千のプラトー』

で展開されるその試みは、『差異と反復』で見出された異他化の力能と並行する反実現

(contr’effectuation)としての結晶化の力能に焦点を当て、これら二つの力能のもつ双方向的

性格によって、存在者の存在への聴従が存在そのものの生成変化を促すことを主張するだ

ろう。ドゥルーズ／ガタリがそうすることで喚起するのは、存在の折り畳まれた襞をゆっ

くり開き、「存在よりも深いひとつの所有」に目を凝らし、そこからの逃走線／漏出線を描

くことである。 


