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―アーレントの「政治」とハイデガーの「倫理」をめぐる一考察― 
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Birth and Death, Natality and Thrownness 

― Between Arendt’s ‘Politics’ and Heidegger’s ‘Ethics’  

 

Terukazu MORIKAWA 

 

 

Hannah Arendt (and many Arendians) severely attacks Heidegger’s 

conception of  Dasein as ‘being-toward-death’, so as to develop her own 

theory of  ‘natality’. For Arendt, natality, the event of  coming-into-the-

world of  a newborn, discloses the fact that we are able to start something 

new, even to create a new body-politic after the age of  totalitarianism and 

its total destruction. However, such an Arendtian politics of  natality, I 

assume, should be criticized as a ‘metaphysical humanism’ from the 

Heideggerian perspective, though he himself  gave no comment on it. 

Taking this hypothetical criticism as an ethical denunciation against politics 

per se, first, I assess Arendt’s distinction between natality and reproduction, 

that is, the authentic beginning of  human life (bios) and the mere 

reproduction of  biological life (zōē). Second, focusing on a few sections of  

Sein und Zeit where the author exceptionally refers to the human birth as 

an essential condition of  the historical continuity of  the people (Volk), I 

examine what is behind Heidegger’s general silence on birth in his later 

thought. Third, reconsidering the reason that Arendt asserts birth as a new 

beginning through the citation of  St. Augustine’s words, I suggest that no 

politics, as long as it is a human activity in the world, could exist without 

what Heidegger condemns as ‘humanism’. 
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はじめに ―誕生と死 

 

「政治的なもの／倫理的なもの」という統一テーマに即して、本報告では、ハンナ・ア

ーレントの「政治」とマルティン・ハイデガーの「倫理」とを、誕生と死を焦点として比

較考察してみたいと思います1。ともに資本と技術の支配する現代大衆社会における人間の

本来的な在り方の喪失を批判しながら、本来的な実存への契機をハイデガーは死という生

の終わりに見出し、たほうアーレントは誕生という始まりに求める。人間の生を眺めやる

両者の視座の根本的な相違について、まずは確認しておくことにします。  

ひとは誰もが必ず、いつか死ぬ。そんなことは当たり前過ぎて日頃は誰も考えないし、

考える暇もない。死に思いを馳せることもなく、私は乗客として満員電車に身を沈め、教

員として大学に勤務し、納税者として税金を納め、日々を送っています。しかし「乗客」

だの「教員」だのは他にもたくさんいて、私の唯一性を証し立てるものではない。私は匿

名の「勤め人」、交換可能な「納税者」、要するに誰でもないひと（das Man）の一人でしか

なく、そのことにどこか居心地の悪さを感じてもいる。その根底には、死ねば私のすべて

が無に帰すという厳然たる事実が横たわっており、だからこそ不安を覆い隠そうとますま

す日常に埋没し、私ハ大学教員デアルなどという世間的（öffentlich）な自己規定にしがみ

ついてしまうわけですが、そうではなく、迫りくる死を直視せねばならない。私の死を、

誰にも替わってもらえない私固有の運命として自ら引き受けねばならない。そのとき、私

ハ〇〇デアルという非本来的な自己規定はすべて剥がれ落ち、裸形の私のありようが、す

なわち、理由もなく世界に投げ込まれておのれ自身の死に臨むものとして今ここに在る
ダ ー ・ ザ イ ン

と

いう本来的な実存が露わとなるのだ―こうしたハイデガーの議論に、アーレントは真っ

向から異議を唱えます。  

実存の唯一性が、なぜ自己がただ一人世界から消え去る死と結びつけられるのか。私は

この世界を他の人々とともに生きており、この私の唯一性は世界の内で、他の人々の間に

おいてこそ開示されるのだ。あなたと私が自由に言葉を交わし合い、ともに何かを行うと

き、私たちは各々、「教員」とか「納税者」とかいう役割存在には還元されえない唯一無二の
ユ ニ ー ク な

自己の姿を互いに示し合うことになる。あなたの言葉や所作、行為、その一つひとつが、

他の誰とも異なるユニークなあなた自身を顕現させるとともに、私たちの間で何か新しい

出来事が始まる可能性をもたらす。そうした生の時間、その活き活きとした動きは、誕生

とともに始まる。新たな子どもが世界に到来し、人々の間にそのユニークな姿を現す誕生

という始まり
ア ル ケ ー

にこそ、人間の自由と複数性の原理
アルケー

が孕まれている。そして、かかる原理に

基づき、人々が自由に活動を行う真に公共的（öffentlich）な空間を創設することが、破壊

と死に覆われた二〇世紀世界における新たな「政治」の始まりとなるのだ―こうしたア

ーレントの議論が、かつて一時とはいえナチ運動に参与したハイデガーに対する根本的な

批判を含んでいることは言うまでもありません。  

 
1 本稿は、ハイデガー・フォーラム第 14 回大会での報告（2019 年 9 月 28 日、同志社大学）での報

告原稿に加筆修正を施したものである。同フォーラム関係者各位、忌憚のない批評・批判を投げか

けて下さった参加者各位に、心より御礼申し上げる。  
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「ハイデガーは誤っている。人間は“世界の内に”、“投げ込まれている geworfen”ので

はない。もしそうであるなら、我々は大地の上に投げ込まれた動物以外の何ものでもない。

人間は世界の内に、投げ込まれるのではなく、導かれるのである geleitet。だからこそ、自

らの持続性を確立し、自らの帰属を明らかにするのである」2。人間はただ一人死に急ぐた

めに意味もなく世界に投げ込まれているのではなく、「始まりが存在せんがために人間は

創られた」というアウグスティヌスの言葉が示すとおり（『神の国』12 巻 21 章）、新しい者

として生まれ、他者とともに新しい世界を始めることができる3。アーレントに言わせれば、

おのれの死という「無」に囚われたハイデガーには、他者とともにこの世界を生きる意味

を理解することができないのであり、死ではなく誕生にこそ目を凝らすべきなのです―

「人間はなるほど死ななければならないが、死ぬためにではなく、始めるために生まれて
．．．．．．．．．．

来る
．．

のである」（HC: sec.34, p.246. 傍点引用者）。  

生まれ来る人々の自由と複数性を肯定するアーレントの視座から、「死」に魅入られたハ

イデガー哲学における他者性の欠如を論難する。報告者を含むアーレント研究者が好んで

依拠する構図ですが4、本報告では以下、これを敢えてハイデガーの視座から捉え直してみ

たいと思うのです。ハイデガーがアーレントに明示的に論及した形跡はありませんが、如

上の議論を、ハイデガーならこう批判するはずです―なぜ、「始めるために
．．．

生まれて来る」

などと言えるのか。なるほど、アウグスティヌスのように、あらゆる存在者を創造する神

なるものを想定するなら、始マリノタメニ神ハ人間ヲ創ッタと語ることができよう。しか

しそれは、「最高の存在者 summum ens、つまりそれ自身は被造的でない存在者 ens increatum

としての神」なるものによって人間存在を根拠づけ、いかなる存在者にも還元されえない

存在の事実性を隠蔽してしまうことでしかない5。そうした形而上学的思考を徹底的に解体

し、存在者の次元には根拠をもちえない、いわば存在者の無としてのみ露わとなる存在そ

のものを思索せねばならない。何カガ在ルという汲み尽くしえない存在の事実性を「人間

トハ～デアル」という本質規定にすり替えてしまうあらゆる人間学主義
ヒ ュ ー マ ニ ズ ム

を克服して、存在

の言葉に住まう「根源的な倫理学」を開かなければならない 6。 

 
2 Hannah Arendt, Denktagebuch:1950 bis 1973, hrsg. von Ludz, U. und Nordmann, I., Piper, 2003（青木隆嘉訳

『思索日記』I・II、法政大学出版会、2006 年）, XXI[68], S.549f. 同書については以下 DT と略記し、

「号 Heft、項目」で箇所を示す。  
3 Arendt, The Human Condition , The University of Chicago Press, 1958（志水速雄訳『人間の条件』、ちく

ま学芸文庫、1994 年）, sec.24, p.177（傍点引用者）. 同書については以下 HC と略記し、節と頁数で

引用箇所を示す。  
4 Dana, R. Villa, Arendt and Heidegger: the Fate of the Political, Princeton U. P., 1996（青木隆嘉訳『アレントと

ハイデガー』、法政大学出版局、2004 年）; Jacques Taminiaux, The Thracian Maid and the Professional Thinker: 

Arendt and Heidegger ,trans. by Gendre, M., SUNY, 1997; 森一郎『死と誕生 ―ハイデガー・九鬼周造・

アーレント』（東京大学出版会、2008 年）; 森川輝一『≪始まり≫のアーレント』（岩波書店、2010

年）、等。  
5 Martin Heidegger, “Was ist Metaphysik?”, GA, Band9, Vittorio Klostermann, S.119（辻村公一、ハルトムー

ト・ブフナー訳『道標』ハイデッガー全集第 9 巻、創文社、1985 年、145 頁） .  
6 Heidegger, “Über den Humanismus”, GA9: S.356（邦訳はちくま文庫版の渡邊二郎訳を参照、124 頁） . 

「生きとし生けるもの全てへの、それが生きているというそのことのみがすでに「畏怖」の主題に

なりうるという思想〔…〕或る人が、ドイツ人であるか、ユダヤ人であるか（Was-heit）でなく、そ

の人がそこに居る（在る）ということ（Dass-heit）、そのことの重要性、そのことへの畏敬の念、

がその（ハイデガー存在思惟の）核心なのです。〔…〕もっとも、ハイデガー自身も、安易なヒュ
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こうしたハイデガーの、いわば死すべき者の「倫理」は、アーレントの語る生まれ来る

者たちの「政治」が、誕生の理由ないし目的を根拠づける何らかの形而上学に依拠せざる

をえないことに対し、根源的な批判を投げかけているのではないか。そしてそれは、ひと

りアーレントのみならず、人間たちが自らの生存をはかるために世代を超えて秩序を支え

保つ「政治」という営みそのものの限界を抉り出すものなのではないか。この問いを考え

るために、誕生と死を二分法的に対比するのではなく7、「生殖」という要素を間に差し挟

んでみたいと思います。  

 

 

１．「誕生」の両義性 ―「出生」と「生殖」 

 

人間の誕生（birth）を、アーレントは新しい人格的存在者が到来する出来事と捉えて「出

生 natality」と呼ぶわけですが、誕生それ自体は、言うまでもなく「生殖 reproduction」の所

産です。ヒトがヒトを産むこと、すなわち生きとし生けるものすべてが自然の摂理に従っ

て行う同種の個体の再生産の所産として、人間は生まれる。アーレントの行為概念に照ら

すと、「出生」というユニークな個の始まりが「活動 action（Handeln）」の原理であるのに

対して、「生殖」というヒトの再生産は「労働 labor（Arbeit）」に対応しています。アーレン

トの用語法における「労働」とは、生命（zōē）の維持のために、生産と消費の反復を休み

なく強いられる行為を指しており、自由な言葉と行為によって人間特有の生（bios）を紡ぎ

出す「活動」はむろん、特定の目的のために耐久性のある物を造り出す「制作 work

（Herstellen）」とも鋭く区別されます（パンをつくっては食べる、その繰り返しは「労働」、

ハンマーを造り、それを使ってテーブルを造り出すのは「制作」）。生存するために労働は

必要不可欠ですが、生命の必然に従って労働を反復するだけでは動物と変わりません。「生

殖」にも同じことが当てはまり、人間集団の維持存続のためには生殖過程が途絶えてはな

りませんが、その観点から見れば、必要なのは繁殖率を一定水準以上に保つことであって、

誕生する個体一つひとつの唯一性などはどうでもよいことです。言い換えれば、「出生」と

いう誕生の本来的な契機を欠くと、人間は単なる「労働する動物 animal laborans」に堕ちて

しまうのであり、いわば「出生」こそが、生命
ゾーエー

に従属する動物と自由な 生
ビオス

を生きる人間と

を分かつ種差なのです。  

とはいえ「生殖」と「出生」は、誕生の事実が孕む二つの要素であって、別々のものと

して切り離すことはできません。ハイデガーの現存在分析における非本来的なひとと本来

 

ーマニズムに陥ることを嫌ってか、あるいは、そのほかの理由によってか、この種の発想を表立た

せることはありませんでした」（中田光雄「ハイデガー思惟と〈反ユダヤ主義〉」、『ハイデガー

哲学は反ユダヤ主義か ―「黒ノート」をめぐる討議』（水声社、2015 年）、186-7 頁、傍点は省

略した）。  
7 「アーレントの「可死性／誕生性」の二分法は、小気味よいほどの切れ味を発揮する一方で、いか

んせん、死と誕生を分断しすぎているように思われる。終わりとしての死を思考に、始まりとして

の誕生を行為に、それぞれ割りふることによって、いのち全体は抽象化され、バラバラになってし

まう」（森一郎「誕生、行為、創設  ―アーレント『革命論』における「始まり」について」、『思

想』1141 号、2019 年、76 頁）。  
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的な自己とが、実体的な区別ではなく、前者の内に後者の可能性が存するというかたちで

せめぎ合っているように8、一人の子どもが生まれるという出来事のなかで、「生殖」と「出

生」とはいわば表裏一体の関係にあります。しかし通例ひとは「生殖／出生」という誕生

の両義性に目を凝らすことなく、それどころか、優良種なるものの繁殖を―劣等種なる

ものの根絶とセットで―国策に掲げたナチ国家から、出生率低下による将来の労働力不

足を憂える今日の日本社会にいたるまで、誕生をもっぱら「生殖」として取り扱い、集団

全体の生命過程に従属させてしまう。だからこそアーレントは、『全体主義の起源』以来、

「始まりが存在せんがために人間は創られた」というアウグスティヌスの言葉を繰り返し

引用して、誕生という出来事が単なる「生殖」に尽きるものではなく、ユニークな個の「出

生」でも
．
あることを強調し続けたのです。  

しかしながら、当たり前のことではありますが、「出生」は「生殖」抜きには成り立ちま

せん。「労働」による生命
ゾーエー

の維持が、「活動」による自由な 生
ビオス

のための不可欠な物質的基礎

となるのと同様に、「生殖」によるヒトの再生産が続けられなければ、個々の「出生」を云々

すること自体が不可能となります（アーレントが新たな人間の「出生」を言い当てる言葉

として、通例「出生率」という意味で使われる ‘natality’という単語を選択したことは、何

やら示唆的です）。「出生」は「生殖」に根本的に依存しているのであり、出生を始まりと

する活動の生
ビオス

にも同じことが当てはまります。活動の基本的な構造は、誰かが何かを始め

（archein）、別の誰かが引き継ぐ（prattein）というものであり、始まり（archē）はつねに、そ

れを引き継ぐ他者の実践（praxis）に依存しています（HC: sec.26）。つまり活動の過程を続

けてゆくには、その後を継ぐ人々が登場してくれなければ困るわけで、『革命について』で

アーレントが論じるような政治的な活動について考えると、このことはさらに明白となり

ます。革命を成就させて新たな政治体を創設しても、新たな「世代」が生まれて来てそれ

を引き継ぎ、その「保存と増大」に努めてくれなければ、すべては水泡に帰してしまう9。

とすると、「行為の生活」の根本的な「責務」は「世界に生まれて来る新たな人々」のため

に「世界を保持する」ことだ（HC: sec.1, p.9）、革命による政治体の創設は「我々自身」よ

り「我々の「後継者」や「子孫」」のために行われるのだ（OR: p.175/270 頁）、とアーレン

トは言うけれど、むしろ、今ここを生きる私たちのほうが、現在の世界を続け
．．．．．．．．

るために
．．．．

、

所与の政治体を保持するために
．．．．．．．．．．．．．．

、新たな世代の出現を欲し、必要としている、と言うべき

ではないでしょうか。 

如上の言いがかりは、アーレントのみに向けられるべきものではなく、政治という営み

一般に妥当します。出生率がゼロになれば、どんな政治共同体も滅亡を免れません。全体

主義国家であれ、いわゆる自由民主主義国家であれ、その点は変わらない。だから、「国の

ために女は子を産め、生殖と結びつかないセクシュアリティなど認めん！」という類いの

野卑な言動には眉を顰めるリベラルな市民だって（報告者含め）、口に出しては言わないま

でも、やはり出生率が下がり過ぎたら困る、向上して欲しい、と思っている―ここに潜

む欺瞞を、クィア理論家のＬ・エーデルマンは「生殖未来主義 reproductive futurism」とし

 
8 Alexander S. Duff, Heidegger and Politics: The Ontology of Radical Discontent, Cambridge, 2015, p.64f., 88f. 
9 On Revolution, Penguin Books, 1965 (1963)（志水速雄訳『革命について』、ちくま学芸文庫、1995 年）. 

同書については、以下 OR と略記して引用箇所を示す。  
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て告発します。同性愛の承認や妊娠中絶の是非をめぐり、リベラル派は保守派と一見激し

く対立しているかに見えるものの、生殖による国家社会の存続を自明の前提としている点

で、実は同じ穴のムジナである。そもそも政治とは、「ある構造を肯定
．．

し、社会秩序を真正
．．

なものにし
．．．．．

、その上で未来に引き渡そうとする、その核心部分において保守的」な営みで

あり、自らの存続のために「子どもという未来」を絶えず必要とするのだから、生殖に結

びつかないセクシュアリティに対してうわべでは寛容
リベラル

を気取る連中にしても、根底では

「「産めよ、殖えよ」〔創世記 1:28〕という聖書の命令」に従属しているのだ10、と。エーデ

ルマンはアーレントには言及していませんが、政治と生殖の本質的な結びつきを抉り出す

その批判が、アーレントの「出生／生殖」の議論にも当てはまることは明らかです。  

アーレントの「出生」が実は「生殖」に決定的に依存していることは、現在から未来へ
．．．．．．．

と秩序の存続をはかる政治とい
．．．．．．．．．．．．．．

う営み
．．．

の本質
．．．

にかかわる問題なのではないでしょうか。今

を生きる私たちは、私たちの世界を続けるために、新たな子どもたちの誕生（生殖／出生）

を必要としており、しかもそれは、私たちが勝手につくりあげたこの世界を、彼らに故郷

（Heimat）として押し付け、無理やり引き継がせる―「君たちは新しい始まりだ、世界

を新しく始めることができるんだ」と言祝ぎながら―ことと不可分なのです。こうして

みると、政治という営みは、何とも無気味な（unheimlich）ものに思われてきます。そして、

この無気味さを見つめ、「政治」一切の根底に潜む無を露呈させる試みとして、ハイデガー

の「倫理」を捉え直すことができるのではないでしょうか。  

 

 

２．ハイデガーにおける「誕生」 

 

政治と生殖は不可分の関係にあり、ゆえにアーレントのように「政治」の可能性を探求

する者は、誕生（生殖／出生）をめぐる厄介な問題と向き合う羽目になるわけですが、ハ

イデガーはこの困難を免れているように見えます。ハイデガーは死という無に囚われてお

り、ゆえに誕生と結びついた人間の複数性に目を閉ざし、存在の真理なるものを問う孤独

な思索に引きこもってしまう、とアーレントは批判しますが、裏返して言えば、「誕生」も

「政治」もハイデガーの思索の埒外にある、ということだからです 11。とはいえ、ハイデガ

ーとて誕生について完全に沈黙していたわけではなく、死をめぐる膨大な省察に比べれば

ごく僅かではありますが、誕生にも論及しています。『存在と時間』第 2 編第 5 章「時間性

と歴史性」の第 72～75 節、共同存在の歴史性をめぐる論述がそれです。  

 

 

 
10 Lee Edelman, No Future: Queer Theory and the Death Drive, Duke U.P., 2004, p.2, 14f.. エーデルマンは、クィ

アが体現する「死の欲動」により、こうした政治一切を、それを支える主体（臣下 subject）もろと

も解体することを主張する。前掲『思想』1141 号所収のエーデルマン「未来は子ども騙し」（藤高

和輝訳）、および小泉義之「類としての人間の生殖」参照。  
11 The Life of the Mind, vol.2: Willing, Harcourt Brace&Company,1978, chap.16（佐藤和夫訳『精神の生活』（下

巻・意志）、岩波書店、1994 年、以下 LOM2 と略記） . 
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［2-1］ 『存在と時間』第 2 編第 5 章 ―「誕生」と「民族」  

「日常性とは、誕生と死の「間」にある存在にほかならない」12。現存在の時間性を問う

ハイデガーが、死という終わりにばかり目を向けるのもおかしな話で、誕生という始まり

も視野の内に収めていたわけです。とはいえ、ここで「誕生と死の間」と呼ばれているの

は、ひとが没入する日常的な「いま」という非本来的な時間のことで、その微睡みから目

覚めて本来的な実存への道を開く契機としてハイデガーが注視するのは、もっぱら「死」

のほうです。「死の先駆」による「脱自」を論じたのち、共同存在の本来的在り方をめぐる

考察に入ってからも、やはり死ばかりがクローズアップされます―「各自が覚悟性にお

いて本来的な自己であることによって、はじめて本来的な相互存在が発源する」（60 節、

S.298）13。ところで、覚悟性は、現存在が「どこへむかっておのれを開示する」のか、「何

をしようと決断する」のか、を具体的に開示するものではありません。頽落した非本来的

日常性から脱却して本来的（共同）現存在へ、という方向は一応示されていますが、その

具体的な様相は何も論じられることなく、とにかく覚悟して決断しろ！と煽られているよ

うな気もします14。しかしハイデガーは第 5 章「時間性と歴史性」にいたり、共同存在への

事実的な企投の向かう先を歴史的な共同存在に求め、そしてここにおいて、それまでほと

んど一瞥もくれなかった「誕生 Geburt」に目を向け、死と並ぶ本来的な時間性として考察

するのです。 

5 章冒頭の 72 節で、ハイデガーは、実存の全体を捉えるためには、「死への存在」だけ

でなく「始まりへの存在 Sein zum Anfang」をも視野に収めねばならぬと述べ（SZ: S.373）、

現存在の時間性を「誕生と死の間の伸張（Erstreckung 伸び広がり）」と定義し、これを「現

存在の生起 Geschehen」と呼びます（S.374）。そして 74 節「歴史性の根本的構成」におい

て、個々の現存在の生起を、歴史的な共同存在の生起と結び合わせるのです。60 節での指

摘のとおり、「現存在がそのつど事実的に何へ決意するかということは、実存論的分析にお

いては、原理的に論究することができない」のですが、「現存在が自己をそこへ向かって事

実的に企投するもろもろの可能性が、一般にどこから汲み取られうるのか、この点は問わ

れなくてはならない」、つまり「実存」が「おのれの事実的可能性を引きとってくる」何ら

かの「地平」が開示されねばなりません（S.383）。ハイデガーによれば、それは、「伝承」

すべき「遺産 Erbe」、歴史的に受け継がれてきた「相続財産」にほかなりません―「すべ

ての≪善きもの≫が相続財産 Erbschaft であるとすれば、そしてそれの≪善さ≫が、本来的

 
12 Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, 1993 (1927), S.233. 以下同書については SZ と略記して参照箇所を

示す（なお、以下の邦訳を参照した。細谷貞雄訳『存在と時間』上・下、ちくま学芸文庫、1994 年、

および熊野純彦訳『存在と時間』（一）～（四）、岩波文庫、2013 年）。  
13 「覚悟性は本来的な自己存在であるけれども、現存在をそれの世界から解き離すものではなく、

現存在を孤立させて宙に浮いた自我たらしめるものではない。〔…〕むしろ覚悟性とは、用具的な

ものごとに従事するそのつどの配慮的な存在のなかへ自己を引き入れ、他の人々との待遇的な共同

存在のなかへ自己を突き入れるものなのである」（SZ: S.298）。 
14 いわゆる「決断主義」への陥穽として批判されてきた点だが、このくだりでハイデガーが「行為

Handeln」について語るのを避けている点に（SZ: S.301）、アーレントは注目する（LOM2: p.185）。

彼女によれば、それは、『存在と時間』においてすでに、存在者的次元での行為（への決断）では

なく「思考」こそが唯一真正な行為である、とハイデガーが考えていたこと、そして、被投的に在

るという事実への「感謝」という後期の着想が芽生えていたことの証左なのである。  
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実存を可能にすることにあるのだとすれば、遺産の伝承 Überliefern はそのつど覚悟性のな

かで、成り立つものなのである」（S.383f.）。これに続くのが、数年後のナチ関与を先取りし

ているようにも見える、「民族 Volk」をめぐる例の一節です―「しかし、宿命づけられた

現存在は、世界=内=存在として本質的に他者との共同存在において実存するのであるかぎ

り、現存在の生起は共同で生起することであって、運命 Geschick として規定される。運命

によって私たちが指し示すのは、共同体の、すなわち民族の生起である」（S.384）。 

存在論的には論究できないはずの「事実的」な被投的企投のゆくえ、つまり存在者的次

元において具体的なかたちをとって出来する共同存在のありようを、ハイデガーは、歴史

的共同体としての「民族」の生起に結びつけています。ここに報告者が着目するのは、彼

のナチ関与を論難するためではなく、共同存在の事実的な時間性（歴史性）を考察し、「遺

産」「伝承」「世代」といった問題に論及するにおよび、ハイデガーは「誕生」という主題

に触れざるをえなくなったのではないか、と考えるからです。共同存在における「覚悟性」

は、「受け継がれてきた実存可能性を反復すること
．．．．．．

」へと向かい、「反復
．．

とは、そこに既在

していた現存在のもろもろの可能性へと還帰するという、明らかな自覚をもって行われる
．．．．．．．．．．．．．．

伝承
．．

のことである」（S.385）という言は、誕生（生殖）の反復による世代の更新を前提とし

てはじめて成り立ちます。共同体の歴史的持続性があるからこそ、自分の手に取る「道具」

や「書物」が、単なる手段ではなく「それぞれの歴史を有しているもの」として、また眼

前の風景が、客体として対象化される自然ではなく、「風土、植民地、開拓地、また戦場や

礼拝場所」という「歴史的なもの」として生起してくる（S.388f.）。むろんここでも、決定

的に重要なのは「死」です。遺産の伝承とともに、「「誕生」は、死という追いこすことの

できない可能性から立ち返ることにおいて、実存のなかへ取りいれられる
．．．．．．．

」のであり、そ

れによって自己は「おのれの現 Da が被投的に在ることを、より幻想なく受けとめること

になる」（S.391）。アーレントのように、誕生という始まりに固有の意義を見出しているの

ではない。しかし同時に確かなのは、ここでは「死」が、自分ひとりの運命としてではな

く、自分が属する共同体の歴史的持続性を事実的に支えている世代の更新のなかへ、いわ

ば死と誕生の反復のなかへ取りいれられている、ということです。  

当たり前のことを繰り返せば、子どもが生まれて世代が絶えず更新されなければ、いか

なる人間集団も存続することができず、その意味で誕生の反復こそは、あらゆる共同体が

存続するための根本的条件です。逆に言えば、誕生について語ることは、共同存在の存続
．．．．．．．

のために
．．．．

世代の更新を強いる
．．．．．．．．．

という政治的なものの無気味な根本条件に触れてしまうこと

を意味します。してみると、1933 年にハイデガーが民族への被投的企投を決意するにいた

ったのは、『存在と時間』でついうっかり「誕生」について語ってしまったためなのではな

いか―というのは素人のこじつけ、でしょうか。 

 

［2-2］ 共同存在のゆくえ ―「存在の牧人」は誕生について何を語るのか  

短いナチ関与ののち、ハイデガーは「政治」―少なくとも存在者的次元におけるそれ

―について沈黙することになります。誕生についても同じで、稀に言及があっても、否

定的な意味合いでしかありません。たとえば『ヒューマニズムについて』（1947）における、
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マルクス批判のくだりです―「「社会的な人間」が、マルクスにとっては「自然的な」人

間である。「社会」の内でこそ、人間の「自然的な欲求」（食糧、衣類、生殖、経済的な生

計）の全体が、均質な仕方で確保されるのである」（GA9: 319／31 頁）。ここに「生殖

Fortpflanzung」の語が見えますが、それは「自然的な欲求」という動物的次元に属する事柄

にすぎず、そもそもハイデガーから見れば、マルクスの「社会的な人間」自体が、欲求を

計算する「理性的動物 animal rationale」の一変種でしかない15。とはいえ留意しておきたい

のは、ハイデガーが同書において、ナチを含めた「民族主義」からサルトルの実存主義ま

で、人間という存在者の本質を存在との関係から切り離して規定する数多の「人間学主義」

を「主観性の形而上学」として撫で斬りにしながら、それらのなかで近代的人間の存在忘

却という問題に最も接近しているのはマルクスの「社会的な人間」である、とマルクスを

相対的に高く評価していることです。後で見るように、こうしたハイデガーのマルクス理

解が、労働と生殖をめぐるアーレントの議論に影響を与えたと考えられるからです。  

ともあれ、ハイデガーの思索の道において今や誕生は語るに値する事柄ではなくなり、

そしてそのことは、アーレントが指摘するように、後期ハイデガー思想における政治一切

からの放下という問題と深くかかわっているように思われます。アーレントは『ヒューマ

ニズムについて』を、自身の思索の「転回」についてのハイデガーの自己解釈として重視

しますが、同書でハイデガーが語るところでは、「エートスという語の根本規定〔居場所〕

に即すならば、倫理学 Ethik という名称は、人間の居場所のことをよく考え抜く」ことで

あり、「存在の真理」をめぐる思索こそが「根源的な倫理学」なのであり（356/124 頁）、そ

こにおいてはじめて、真の共同体を語りうる地平が開かれる。「人間が、存在の真理へと脱

-自しながらも存在へと帰属しているかぎりにおいてのみ、存在そのもののほうからもろも

ろの指令の割り当てが起こってくるのであり、それらが人間にとっての法律や規律となる

のである」（360/136 頁）。「人間理性の拵えもの」ではなく、存在からの根源的な「割り当

て nemein」としての「法 nomos」のもとではじめて、真のポリスが性起するのだ―という

ことのようですが、そうしたポリスなるものを「政治」的な共同体と呼べるかどうかは、

大いに疑わしい。というのも、政治的共同体の事実的、物質的な条件であるところの誕生

（生殖）の契機が、ここでは一切顧慮されていない（としか思われない）からです。「自然

的な欲求」に従って性交と繁殖に励む、動物としての人間への気遣いなくしては、いかな

る「政治」も不可能なのですが…（ハイデガー存在論において、生殖あるいは人間の性や

性愛は、どのように位置づけられるのでしょうか？）16。 

 
15 『ブレーメン講演』での、「動物」と「人間」の違いをめぐる省察  ―「死ぬのは人間だけであ

る。動物は生を終えるのみである（Nur der Mensch stirbt. Das Tier verendet）。〔…〕死は、無の聖櫃

として、存在の本質を自らの内に守っている。〔…〕死すべきものども〔人間たち〕は、存在とし

ての存在に対する本質的な関係なのである。〔原文改行〕これに対し形而上学は、人間を animal と

して、つまり生き物（動物 Lebewesen）として表象する。理性 ratio が動物性 animalitas を徹底して

つかさどるときでさえ、人間であることは、生および生の体験のほうからあくまで規定されている

のである」（GA79: 17-18／23-24 頁）。  
16 『寄与』論稿のなかの、「民族の本質」をめぐる謎めいた省察―「ある民族が民族であるのは、

民族の神を見出すことの内で、自らの歴史を割り当てられ zugeteilt、受け取るときのみ
．．

である。民

族の神は、民族にそれ自身を越えて彼方へ向かうように強い、そのことによって民族を存在するも

のの内へと置き戻すのである。〔…〕民族の本質は、神に聴き従うことに基づいて、自らも互いに
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ここで今一度、ハイデガーは『存在と時間』でうっかり誕生という主題に触れてしまっ

たばかりに政治的な民族運動に足を踏み入れてしまったのであり、ゆえにその後、誕生と

いうテーマをおのれの存在論的思索の外に放逐することになったのではないか、というこ

じつけめいた思いなしを繰り返したくなるのは、アーレントもそのように考えていたふし

があるからです―「生成の「秩序」〔存在が現成する「秩序 dike」〕に対する意図的な反乱

としての自己保存の本能
．．．．．．．

（これはあらゆる生物に共通である
．．．．．．．．．．．．

）へのハイデガーの非難
．．．．．．．．．．

は、

思想史のなかで極めて稀である」（LOM2: p.194, 傍点引用者）。いかなる政治的共同体も、

誕生（生殖）の反復によって構成員を再生産し続けなければ存続することはできない。と

いうより、「政治」とは、要するに集団的な自己保存以上のものではなく、存在者としての

おのれを、しかも生殖本能に従う動物としてのおのれを維持するために行われることでし

かない。何かが存在すること、「～のため」などではなく、ただそこに在ることの意味を思

索し抜こうとしたハイデガーにとってみれば、そのような「政治」一切からの放下

（Gelassenheit）こそが、存在への感謝を全うする唯一の道である、ということなのではな

いでしょうか17。 

いずれにせよアーレントから見ると、ハイデガーの思索には、「政治」を問う場所が存在

しない。意味もなく世界に投げ込まれた人間が偶さか帰属することになった民族共同体に

自己を投げ込んでその宿命と同一化するか（「転回」前）、一切の実践を放棄して孤独な思

索に引きこもるか（「転回」後）、どちらにしても複数の人々が新たな世界を始めるという

契機が欠落している。「政治」を引き受けるべく、「始めるために生まれて来る」ことが示

されねばなりませんが、そのためにアーレントは、誕生（生殖／出生）の問題と正面から

切り結ぶことになります。  

 

 

３．アーレントにおける「生殖」と「出生」  

 

誕生（生殖／出生）の両義性をアーレントがどう捉えていたのかを、改めて考えてみた

いと思います。先に見たとおり、アーレントによれば「生殖」は「労働」に、「出生」は「活

動」に対応していますから、以下、『人間の条件』第 3 章「労働」、第 5 章「活動」の順に、

考察を進めることにします。  

 

属し合う者たちの歴史性に基づく。この聴き従いがその内で歴史的に基づけられるところの性起か

ら、はじめて次の問いの基礎づけが発源するのである。すなわち、なぜ「生」と身体が、生殖 Zeugung

と性 Geschlecht、血統（種族）Stamm が、根本的な語で言うなら大地が、歴史に属すのか、そして

それぞれの仕方で再び歴史を自らの内に取り戻すのか、そしてそれにもかかわらず、そのつど無制

約的なものであることの最も内的な畏れに担われて、大地と世界の戦いにのみ従事するのか、とい

う問いである」（GA65: 398/433 頁）。一介のダスマンに過ぎない身には、この文章の存在論的な

射程や含意を読み取ることなど到底不可能ではあるが、誕生（生殖）を意味づけようとすれば、ハ

イデガーもまた共同存在の「本質」や、それを支える「神」なるものについて触れざるをえない、

ということなのだろうか？  
17 ハイデガー存在論における政治は、いわば政治的なもの一切への反抗、反政治的政治としてのみ

可能なのではないか（Duff, Heidegger and Politics; また以下も参照。小野紀明『ハイデガーの政治哲学』、

岩波書店、2010 年）。  
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［3-1］ 「生殖」という自然的な力  

『人間の条件』第 3 章「労働」の冒頭で述べられているとおり、アーレントの「労働」

論はマルクス批判として展開されます。それはマルクス解釈としては問題を多々含んでい

ますが18、ハイデガーのマルクス理解の批判的継承として読むならば、そこにこめたアー

レントの狙いが明らかとなります。ハイデガーによれば、マルクスは「存在するものすべ

てが労働の素材として現れてくる」という近代社会における労働の在り方をよく見抜いて

いたが、そこから「技術の本質」へと思索を深めることなく、欲求を充たすべくすべてを

貪り尽くす労働を人間の「自然的な本性」とする形而上学に陥ってしまった（GA9: 340/80

頁）。マルクスが見出した近代資本制下の疎外という問題は、「総かり立て体制 Ge-stell」に

おける故郷喪失（存在忘却）という存在論的な視座から思索されねばならない、というわ

けですが19、この問題をアーレントは独自の仕方で引き継いでいきます。アーレントから

見ると、人間の本質を労働に見出すマルクスの人間観は批判されねばなりませんが、ハイ

デガーのように「技術の本質」ですべてを説明してしまうわけにもいかない。生きるため

に欲求を充たす行為と、新たな人工物を造り出す行為とでは、根本的に性格が異なる。そ

こでアーレントは、「労働」と「制作」を区別した上で、近代社会において前者が全面化し

たゆえんを探求していくのですが 20、ここでは『条件』の第 13、14 節から、「労働」と「生

殖」をめぐる省察の要点のみ析出することにします。  

アーレントは、労働とは「自然と人間との物質代謝」の過程であるという『資本論』の

定義（1 巻 3 篇 5 章）に依拠しつつ、労働は「素材を〔…〕食い尽くすのであり、したがっ

て、それは消費過程である」というマルクスの洞察（同上）を高く評価して、労働の本質

的特徴を消費（「貪り尽くす過程 devouring process (verzehrender Prozess)」）に求めます（HC: 

sec.13, p.100）。もちろん労働は生産物を生み出しますが、労働生産物はあくまで消費される

ためにつくられるのだ、という点を強調するのです。パンをつくる労働は、パンを食べて

生命
ゾーエー

をつなぐことにこそ本質があり、パンそのものに固有の意味はなく、したがってパン

づくりが新たな価値を生むことはない。この点が、たとえばテーブルやハンマーのような

恒常的な使用に耐える道具、使用価値をもつ物を造り出す「制作」との決定的な違いなの

ですが、この区別に依拠しつつ、アーレントはマルクスの「労働」概念の批判に向かいま

す―マルクスは、労働を「自然と人間との物質代謝」の過程と捉えつつ、労働が自然を

変化させて新たな物を生み出すとも述べているが、これはおかしい。前者は、生命維持の

 
18 アーレントのマルクス読解の問題点は、端的に言えば、近代資本制下の疎外された労働をめぐる

マルクスの分析を、労働一般の「本質」を論述したものとして読み抜いてしまう点である（Tama 

Weisman, Hannah Arendt and Karl Marx, Lexington Books, 2014, p.82f.; 以下も参照、百木漠『アーレント

のマルクス』、人文書院、2018 年）。またアーレントは、マルクスを、西洋哲学の伝統の最後尾に

おいて伝統的諸価値を転倒した思想家として位置づけ、ニーチェと並置するのであるが（DT: 

XX[57]; Between Past and Future, Penguin Books,1968, chap.1）、ここにもハイデガーの影響が認められよ

う。  
19 以下を参照。Michael Eldred, Kapital und Technik: Marx und Heidegger (J.H.Röll, 2000). 
20 ハイデガーの「ゲシュテル」を、アーレントは科学技術の支配と労働の全面化という異なる側面

に分節し、検討を進めていく。科学技術の問題については、森川「ハイデガーからアーレントへ ―

ハイゼンベルク「不確定性原理」との対向を手がかりに」、『実存思想論集 XXXII』（理想社、2017

年）を参照。  
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ために強いられる消費の反復（アーレントの言う「労働」）であり、新たな人工物を創造す

る後者（「制作」）とはまったく性格が異なる。にもかかわらずマルクスはなぜ、両者を混

同し、「労働」が新たな価値を生み出すと思いなし、労働過程に剰余を産み出す力（労働力）

を見出すことになったのか？  この問いに、アーレントは次のような解答を与えます―

「おのれの生命の再生産 reproduction of  one’s own life」を行う労働過程は、ヒトという種と

して見た場合には「他の生命の」生産すなわち生殖の過程に合致しており、まさにこの新

たな個体を産み出すという「繁殖力 fertility」にこそ、マルクスは価値を創造する労働力の

原型を見出したのだ、と（sec.14, p.106）。子づくりは、生命の必然に従う点で紛れもなく「労

働」だが、消費されたらなくなってしまうパンづくりのような労働とは違い（消費と生産

の繰り返しによる単純再生産）、自然が与えた繁殖力という力によって人間集団を量的に

増大させるという特殊な労働なのであり（拡大再生産）、これをマルクスは労働一般の本質

と位置づけたのだ、と言うのです。「産めよ、殖えよ」（創世記 1.28）が剰余価値生産の源

だ、という解釈がマルクス解釈として妥当かどうかは措き、注目したいのは、労働を蔑視

した思想家としてしばしば批判されてきたアーレントが、ここでは繁殖（力）を、「労働に

内在する、生命全体への祝福 blessing」として肯定的に捉えていることです（p.107）。「労働」

に人間の本質を求める点でマルクスは批判されねばならないが、労働の根底に「生殖」の

能力を見出した点は大いに評価に値し、引き継がれねばならない、というわけです。理由

は明らかで、生殖過程の持続が、すなわち雌雄がつがって子孫を産み続けることが、活動

の政治にとって（も）不可欠な物質的基盤、いわば下部構造をなしているからです。  

生殖それ自体を言祝ぎつつ、しかしその繁殖力（労働力）に価値創造の唯一の源泉を見

出して歴史の弁証法的発展過程なるものを表象する（マルクス）のではなく、逆に

総かり立て体制
ゲ シ ュ テ ル

のニヒリズムのみを見出す（ハイデガー）のでもなく、活動する人間の生

の始まりへと向け変えることが、アーレントの課題となります。人間の誕生が単なる生殖
．．

に
．
尽きるものではなく
．．．．．．．．．

、「始めるために生まれて来る」こと、すなわち出生でもある
．．．．．．

ことが、

示されねばなりません。  

 

［3-2］ 始める「ために」生まれて来る  ―信仰と希望 

誕生（生殖／出生）の出来事に即して「出生」の要素にアーレントが光を当てるのは、

「活動」を主題とする『人間の条件』第 5 章の終わり近く、一組の男女の性愛がもたらす

子どもの誕生を論じた件ですが（sec.33, p.242）、まず 5 章全体の構成を概観しておきます。 

第 5 章冒頭の 24 節で、アーレントはアウグスティヌスの言葉「始まりが存在せんがため

に人間が創られた」を引き、結びの 34 節で人間が「始めるために生まれて来る」と述べ、

「私たちの許に子どもが生まれた」という「福音」を告げて、章を締めくくっています。

「活動」章の始まりと終わりで、始めるために
．．．

という出生の原理が、キリスト教の言葉で
．．．．．．．．．

明確に語られるわけです。たほう、「始める archein‐引き継ぐ prattein」という活動の基本構

造が示される 26 節から、活動の過程的性格が強調される 32 節までの間、出生という主題

は表立って論じられていません。これらの各節では、現れの世界に出来する出来事（event, 

Ereignis）として体験される活動の特質が、人間を「死すべき者」と捉えていた古代ギリシ
．．．．．
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ア人の言葉
．．．．．

で
．
語られており、そこで強調されるのは、活動の過程とは偶然的で、予測も制

御もできないものだ、ということなのです。偶然性は活動の自由と結びついており、少な

くとも人間が宿命や必然（たとえば「民族の命運」だとか）に支配されていないことを開

示しますが、同時に、人間世界の安定性を脅かす要因となります。ギリシア悲劇の英雄た

ちが智勇を競いながら相討ち滅んでいくように、民主政アテナイが自由な意見の闘技場
ア ゴ ー ン

と

して束の間きらめきを放ったのち没落したように（27 節）、活動の過程は脆く、危うい（26, 

32 節）。これに対する救済策として提示されるのが、互いの過ちを赦し合うこと（33 節）、

未来に向けた共生を誓い合うこと（34 節）ですが、これらは「古代ギリシア人が知らなか

った」力として、キリスト教の言葉で語られます。特に重要なのは、34 節の「約束」の議

論であり、これは、相互契約による新たな政治体の創設というアメリカ独立革命論の原型

となります。  

人間は「始めるために
．．．

生まれて来る」とアーレントが明言するのは、まさにこの箇所で

す（p.246）。曰く、世界は放っておけば破滅を免れないが、「この破滅から世界を救う奇蹟

とは、究極的には人間の出生という事実であり、活動の能力も存在論的にはこの出生に淵

源している。言い換えれば、奇蹟とは新しい人々の誕生、そして生まれ出た者であるがゆ

えに彼らが為す活動のことなのである」（p.247）。人間は、新しく活動を始めて、世界を（破

滅から）救うために、生まれて来る。言い換えれば、新しい人間が生まれて来るのは、ナ

チ運動を始めるためでも、行政的大量殺人機構に関与するためでもなく、そうした暴力や

破壊から世界を救うためなのである、とアーレントは言うのです―ですが、それは、彼

女が珍しく「存在論的に ontologically」という言葉を使っているにもかかわらず、存在論的

に根拠づけられているとは言えません。なぜ出生の事実から、出生の理由や目的を引き出

すことができるのでしょうか。それは、そのすぐ後で彼女自身が認めるように、「信仰と希

望 faith and hope」に属する事柄なのではないでしょうか。この世界は酷い状態に陥ってい

るけれど、それでも新しい人々が生まれて来て破滅を防ぎ、よりよい場所へと変えていっ

てくれるはずだ
．．．

、そうして欲しい
．．．
―そう願うことはできるにせよ、願いはしょせん願い

でしかないように思われます。以上を踏まえて、一人の子どもが生まれて来るという具体

的な出来事に即して、誕生（生殖／出生）の両義性をアーレントが論じている箇所に目を

向けることにしましょう。 

「愛の魔術が続く限り、愛し合う二人の間に分け入ってくる可能性のあるものは唯ひと

つ、子どもという愛そのものの産物 love’s own product だけである。〔…〕子どもは、愛し合

う二人が、既に存在している世界のなかに一つの新しい世界を挿入してしまう insert こと

の徴なのである。子どもをつうじて、愛し合う二人は自らの愛ゆえに放逐されていたはず

の世界へと再び戻ってきてしまったかのようでもある。こうして彼らは新たに世界に在る

ことになるが、これは愛の営みがもたらしうる帰結であり、唯一可能な幸福な結末でもあ

るが、ある意味で愛の終わりでもある。愛は改めて二人を征服するか、もしくは、異なる

共生の様式へと転換されなければならない」（sec.33, p.242）。愛（性愛）の営みが当人の意

図を超えて、もしくは意図に反して「子ども」をもたらしてしまう、という（よくある？）

事態に即して、誕生における「生殖／出生」の両義性が提示されています。子どもの誕生
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は、一面では紛れもなく「生殖」ですが、単に個体が一つ増えたというだけではなく、所

与の世界に新しい人間が到来し、既存の秩序に変容を迫る「出生」という始まりでもあり

ます。この始まりに対して、二人は何らかの仕方で応答しなければなりません。たとえ望

んでいなかったにせよ、事実として子どもが生まれ出てしまった以上、その新しい生の始

まりに対して責任をとらねばならない。これに二人が、子どもというよそ者
ストレンジャー

を、意味もな

く投げ込まれた動物ではなく、ともに生きてゆくパートナーとして迎え入れることで応え

るとき、彼ら二人の二者関係は、子どもを交えた三者関係という「異なる共生の様式へと

転換」されることになる。すなわち、古き世界は終わり、新しい世界が始まる―ここに

開示されているものこそ、誰かの新しい始まり
ア ル ケ ー

を、他の人々が引き継ぐ
プ ラ ッ テ イ ン

ことで世界を新た

に変えてゆく、というアーレント的な「政治」の基本原理にほかなりません。 

ですが、やはりと言うべきか、以上から、子どもが「始まるために生まれて来る」とい

うテーゼを引き出すことはできない。誕生という出来事が開示する政治の「始まり＝原理」

は、生まれて来る子どもに対する私たちの応答責任（responsibility）を告げ知らせるもので

はあっても、子どもが生まれて来る理由や目的については、何も語っていないからです 21。

一人の子どもがこの世界に生まれ出るとき、その子が「何のために in order to」生まれて来

たのかを、いったい誰が語りうるというのでしょうか 22。少なくとも、すでに生の時間を重

ねて古き世界に属している私たちに、「この子は世界を破滅から救うために生まれて来た

のだ」などと言うことが許されるのでしょうか。 

 

 

結びにかえて 

 

かくて、議論は振り出しに戻ることになります。  

政治という営みは、「生殖」による人間の再生産、世代の更新を不可欠の条件としていま

す。政治と生殖の不可分な関係は、プラトンが、理想国家プランニングの冒頭において、

国家を担うエリートたちの性愛と生殖に心を砕き、「気ちがいじみた（manikōteran）」性愛の

快楽を抑制して、健全な生殖と結びつく「正しい恋 orthos erōs」を奨励した昔から（『国家』

403a-b）、自明の前提であったと言えるでしょう。しかしながら、生殖を政治と無批判に結

びつけるなら、この世に生まれて来る人間一人ひとりの生の尊厳は失われ、ただの素材と

して―民族の一員として、国家を支える主体（臣下 subject）として、経済成長のための

 
21 アーレントは遺稿『意志』のドゥンス・スコトゥス論でも、男女の性愛が子どもの誕生をもたら

す出来事を論じているが、偶さか子どもが生まれて来るという始まりの偶然性の論証に留まり、「始

めるために生まれて来る」ことにはおよんでいない（LOM2: p.137）。アーレントが終生思索をめぐ

らせた「始まりのために」問題は、アーレントの革命論においては、偶さか出来した自由の体験を

憲法秩序の構成として引き継ぐ過程として革命を語ることはできるが、革命の「始まり＝原理」そ

れ自体の根拠はどこに由来するのか、という政治的問いとして立ち現れる。  
22 留意すべきは、アーレントが「ある目的のために in order to」と「それ自体のために for the sake 

of」を区別して、後者が「活動」の特徴であるのに対して、前者は、すべてを目的のための手段と

みなす「制作」の特質であると明言していることである（HC: p.154）。この区別に従えば、「始め

るために in order to begin」という人間の出生の目的を語りうる位置にあるのは、人間を創造した何

ものかを措いてないことになるはずである（cf. HC:p.139）。 
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労働力として―かり立てられるだけの存在に堕してしまう。だからこそ、かつての師が

突撃隊の制服に身を包み、国民社会主義運動への「労働・国防・知的奉仕」を学生に呼び

かけていた頃、ひっそりと故国を脱出したアーレントは、一人ひとりがユニークな個とし

て、誰もが自由な始まりとして共存しうる政治をめざして、単なる生殖とは異なる「出生

natality」から人間の生を捉え直そうとした。人間は、意味もなく世界に投げ込まれている

のではなく、動物のように生命をつなぐだけの存在者ではなく、新しいことを始めるため

に生まれて来るのだ、と。  

ところが、そうした出生の意味づけは、自らの世界の「保存と増大」のために次世代の

人々を必要とするという現在を生きる者たちの都合、言ってしまえば「自己保存」の欲望

と重なってしまうのではないか（子どもたちに、「君たちは、この世界をもっとマシな場所

に変えるために生まれて来た、だから私たちの負の遺産、たとえば国の借金とか環境破壊

とか核廃棄物とか、対処しなきゃだめだよ」ということにならないか）。むろんアーレント

は、そのような世代的エゴイズムの見地から考えたのではない。彼女の言う「信仰と希望」

は、この世界が、私たち一人ひとりが生まれる前から存在し、死に去った後も存在し続け

る、すなわち個々人の生の時間を「超越」して存在するということへの信―「世界への

愛 amor mundi」―と根底で響き合っていたはずです（cf. HC: p.55）。そのような不死なる

世界への信
．
（愛）が成り立つなら

．．．．．．．
、過去・現在・未来を生きる人々誰もがそのつど「始め

るために」生まれて来て、世界を新たにするのだ、と確言できるかもしれませんが、そう

した信が成り立つには、この世界が根本的に善き世界であることを信ずる必要があるでし

ょう―そのアウグスティヌス論でアーレントが、天地は「善なる秩序」であり、それが

包括するすべての存在者は「善きもの」であり、悪と見えるものはその欠如に過ぎない、

と述べるように23。 

しかしながらハイデガーは断じて、そのような謂を認めないでしょう―「善の欠如

privatio boni としての悪 malum というような理念に方向づけられているかぎり、負い目

Schuld という実存論的な現象に接近することなど到底できない。というのも、bonum も

privatio も存在論的には、目の前に在るものの存在論に〔…〕由来するものだからである」

（SZ: S.286）。人間が「神」なる最高存在を前に立て（vor-stellen）、それによって自分が善

き者であること、善きことを始めるために生まれて来たことを証し立てるという発想は、

自分で自分を根拠づける主体性の形而上学でしかない。自己の存在は自己に由来するもの

ではない、という被投性の事実が開示する負い目を忘れ、存在（es gibt）を与えるところの、

決して語りえないそれ
エ ス

を、人間に都合のよい表象 Vorstellung に―しかも政治的な理由で

―すり替えてしまうことでしかない。  

 
23 Arendt, Love and Saint Augustine, ed. and Interpretive Essay by Scott, J. V. & Stark, J. C., Chicago University 

Press, 1996, p.40, 61.  

C・テイラーは大著『世俗化の時代』の結び近く、今日において宗教的信仰を再生する道を―

独自のカトリシズム理解に立ちつつ―考察するくだりで、子どもの誕生という出来事のもつ、

人々を「深く衝き動かす」力に着目している。誕生という奇蹟を前にした人は、その子がどこから

来たのか（道徳的源泉）、その子に何をなすべきか（道徳的応答）を問い、自己を含むすべての存

在者をもたらしたものに対する愛へと開かれてゆく、と言う。そして注において、そうした「愛」

は「政治的な力」にも広がりうると述べ、アーレントの名を挙げている（Charles Taylor, A Secular Age, 

Harvard U. P., 2007, p.699-701, p.844 n.38）。 
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さしあたりまとめると、「政治
．．

」は
．
、何らかの形而上学的
．．．．．．．．．

人間学主義に基づく世界と人間
．．．．．．．．．．．．．．

への
．．

信仰
．．

を必要と
．．．．

しており
．．．．

、それ（だけ）が、次世代の誕生に、単なる「生殖」とは区別

された「出生」の意味を与えるための条件となる。『独立宣言』にジェファソンが書きつけ

た、人間が自由で平等な存在者であることを「自明の真理」として「私たちは信ずる we hold」

という一節を、新しい共和国の始まりを告げる最良の言葉としてアーレントが称賛してい

るように（OR: p.192）、「政治」という営みは、私たちはどういう存在者であるのか、何の

ために生きて行為するのか、をめぐる何らかの信仰を抜きには成り立ちえない。これに対

して、哲学は、少なくともハイデガー的なそれは、およそ「政治」が依拠せざるをえない

人間についての何らかの信仰すべてを、形而上学的人間学主義として告発し、その無根拠

性を暴露し、解体しようとする。そして、無ではなくナニカが在るということへの驚 嘆
タウマゼイン

を住処とし、人間の言葉では汲み尽くすことのできないその意味を思索し抜こうとする思

索が24、「根源的倫理」への唯一の道であるとするなら、「政治」と「倫理」とは根源的には

相容れない二つの道として対峙し続けることになる、ということになるのではないでしょ

うか。誕生（生殖／出生）について情熱的に語り続けたアーレントが「哲学者」という呼

称を頑として拒否し、「政治理論家」を自称し続けたこと、また、存在を語る言葉を住処と

したハイデガーが誕生について、ある時期を除いて沈黙し続けた、少なくとも明示的に語

ろうとしなかったことは、そのことの証左であるようにも思われます。両者の「間」でい

かなる対話がありうるのか25、について何の見通しもないまま、しかしその新たな始まり

を信じつつ、報告を終わります。御清聴ありがとうございました。  

 

 
24 Arendt, “Heidegger ist achtzig Jahre alt”, Merkur: XXIII, 1969, S.902. 
25 現代政治理論における試みの一例として、近年の Ronald Beiner の仕事が挙げられる。ポスト世俗

化が叫ばれる今日、自由民主主義を啓蒙的理性によってのみ基礎づける J・ロールズや J・ハーバー

マス流の政治理論は限界を露わにしており、人々の共生を支える根源的倫理を宗教的次元に踏み込

んで探求すべきであり、その際ニーチェやハイデガーによるラディカルな近代世俗主義批判が重要

な足がかりとなるが（Civil Religion: A Dialogue in the History of Political Philosophy, Cambridge U. P., 2011）、

その（ontischな次元での）政治的影響は危険でもあり、あくまで参照項に留めるべきである（Dangerous 

Minds: Nietzsche, Heidegger, and the Return of the Far Right, Penn U. Press, 2018）、というもの。リベラル・デ

モクラシーを所与として考えるかぎり、こうした中途半端な態度を超えることは難しく、忸怩たる

思いを抱きつつ、報告者にも何ら妙案はない。  

ハイデガーもアーレントも、動物と人間の種差をそれぞれの仕方で言葉（ logos）に求め、言葉で

生きる存在（zōon logon echon）固有の在り方を―その堕落形態としての「理性的動物 animal 

rationale」という、近代自由主義が前提とする主体像を批判しつつ―探求した点では、共通してい

る。こうした「動物／人間」の区別に依らない思考の枠組みのもとでなら、「政治的なもの／倫理

的なもの」の間を別の仕方で越境できるのかもしれないが、言葉で生きる存在が構成するポリスの

在りようを問う政治（学）politics という枠のなかであれこれ考えてきた報告者には、さしあたり何

の見通しもない。  


