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詩・哲学・地政学
― 「夕べの国」をめぐって ―

長谷川 晴生 （東京理科大学）

Dichtung, Philosophie, Geopolitik
― Über das »Abendland«

Haruo HASEGAWA
Das »Abendland« ist ein Begriff, der nicht nur geographisch, sondern gleichzeitig
stark politisiert, d. h. geopolitisch ist, und auf den sich auch die heutige Neue Rechte
Deutschlands gern bezieht. Diese Abhandlung behandelt Martin Heideggers
Auseinandersetzung mit dem Begriff »Abendland«, mit dem er Friedrich Hölderlins
Gedichte zu erläutern versuchte. Die späteren Elegien und Hymnen Hölderlins haben
eine wichtige Charakteristik, in der sich die Standpunkte der Dichtungen zwischen
»Abendland« (Hesperien), Griechenland und »Morgenland« (Asien) geographisch
bewegen. Zuerst verstand Heidegger dieses hölderlinische »Abendland« auf völlig
banale Weise nur als unser Land, das vom Osten begrenzt wird und gegen den Osten
beschützt werden muss. Es gab dennoch einen Wendepunkt um 1940, der anscheinend
dadurch verursacht wurde, dass er Friedrich Beißners Entdeckung einer anderen Schrift
von „Brot und Wein“ zur Kenntnis nahm. Basierend auf seiner Lektüre dieses neu
entdeckten Fragments hatte Beißner behauptet, der deutsche Geist müsse einmal in die
„Kolonie“ als Asyl fliehen, da er dort sein Eigenes, »das Nationelle« finden könne.
Dieses Argument mag Heideggers spätere Vorlesungen über Hölderlin, besonders über
»den Isther« beeinflusst haben. Schließlich las Heidegger au s den Dichtungen von
Hölderlin eine Art Dialektik heraus, der zufolge der abendländische Mensch sich zuerst
im Unheimischen befinden

müsse, um das

Heimische

zu

verlangen.

Das

Unheimischsein sei eine Voraussetzung des Heimischwerdens – dies ist eine Folge der
„Geopolitik und Philosophie“, die Heidegger bei Hölderlin fand.
Schlüsselwörter: Friedrich Hölderlin, Friedrich Beißner, Geopolitik,
Abendland, Konservative Revolution
キーワード：フリードリヒ・ヘルダーリン、フリードリヒ・バイスナー、
地政学、夕べの国、保守革命
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１．はじめに ―闘争概念としての「夕べの国」
文学と文化史に通暁する社会学者、リヒャルト・ファーバーは、1979 年に刊行した―
そしておそらく近年の情勢緊迫を鑑みて 2020 年に増補第三版が出された―『夕べの国
―ある政治的闘争概念』のなかで、「夕べの国（Abendland）」こそ 20 世紀ドイツ語圏の
「保守革命」陣営の掲げた「闘争概念」の代表であったと主張している。
「ヴァイマル共和
国やオーストリア第一共和国における反動的ヴィジョンや保守革命 に関係するところでは、
夕べの国‐ライヒ‐ヨーロッパという三位一体の概念が、常に一つの中心思想になってい
る 1」。ファーバーによれば、
「夕べの国」は、辞書に掲載されているように、
「西洋」を示す
単なる中立的な雅称と受け取られてはならない。それが示唆しているのは、敵としての「東
方」を名指したうえでの、失われた「ヨーロッパの『統一的伝統』の復古」なのである 2。
そこでスローガンとなったのは、ギリシア世界から日の沈む西方の土地、ギリシア語で言
う「ヘスペリア（Hesperien）」に到来し、のちにヨーロッパ全体を覆うであろう国家を建設
したアエネアスを歌う、ウェルギリウスの詩句であるという。

だが、汝、ローマ人よ、秩序のもと諸国民を統治するのを忘れるな。
これは汝の使命なのだ、平和の法を敷いて、
屈服した者を受け入れ、暴慢の輩を破ることは。 3
ラ イ ヒ

この「ローマ」がカトリック教会、そしてそれを守護するとされた神聖ローマ帝国 と解釈
され、ロマン派以降の近代を通じて徐々に「夕べの国」はドイツを中心としたヨーロッパ
新秩序の構想と強く結びついていく。そのなかで、（神聖ローマ帝国を直接的に継承する）
オーストリアとプロイセン、カトリックとプロテスタント、ひいてはキリスト教とゲルマ
ン異教主義、こうした対立はすべて解消されてしまう。
「西」である「夕べの国」が対峙し
なければならない「東」も、教会分裂後の正教会圏からソヴィエト連邦のボルシェヴィズ
ムを経て昨今のイスラームへと、情況に応じて融通無碍に姿を変える。かくして「夕べの
国」は、
「反共産主義、反社会主義のみならず、反民主主義、反リベラリズムの性格を与え
られる。そして、さまざまな場合ごとに、権威主義からファシズムまでの、エリート主義
から身分制までの、教会から新異教主義までの、そして最終的には帝国主義の刻印を受け
る 4」。ファーバーの卓抜な言い方を借りれば、「夕べの国」は、「人文主義的 アンチヒュー

Richard Faber, Abendland. Ein politischer Kampfbegriff, 3. Aufl., Hamburg 2020, S. 20.
Ebenda. なお、「闘争概念」の出典はカール・シュミットの『政治的なるものの概念』であり、あ
る具体的状況のもとで敵を攻撃して友を結集させるべく、旗印として掲げられる特殊な語を意味し
ている。シュミットの挙げているわかりやすい例は、
「階級」や「計画経済」などである。Vgl. Carl
Schmitt, Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit drei Corrolarien, Berlin 1963, S. 31. ［カール・シュ
ミット、菅野喜八郎訳「政治的なものの概念」『カール・シュミット著作集Ⅰ 一九二二 ‐ 一九三
四』、慈学社出版、2007 年、258 頁］
3 Verg. Aen. VI. 851-853.［ウェルギリウス『アエネーイス（上）
』泉井久之助訳、岩波文庫、1976 年、
420 頁］
4 Faber, Abendland, S. 10.
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マニズム（humanistischer Antihumanisums）5」にとっての「マジックワード（Zauberwort）6」
となったのであった。
ファーバーが「夕べの国」をめぐる「人文主義的アンチヒューマニズム」の例として挙
げている「重要な名前」は、ルドルフ・ボルヒャルト、エルンスト・ローベルト・クルツ
ィウス、T・S・エリオット、フーゴー・フォン・ホフマンスタール、カール・シュミット、
オスヴァルト・シュペングラーである 7。しかし、ここで敢えて避けられている、やはり「重
要な」と呼んで差し支えないであろう名の存在には、容易に気づくことができよう。すな
わち、マルティン・ハイデガーである。ハイデガーもまた、特に 1930 年代以降の著作や講
義のなかで、「夕べの国」概念を多用した哲学者にほかならなかった からである。
『夕べの国 ―ある政治的闘争概念』の著者がハイデガーを同書での対象から除外した
理由については、もとより推測するほかない。一つ考えられるのは、ハイデガーは「夕べ
の国」を「政治的闘争概念」としては掲げなかった、と見なされたことであろう。確かに、
「ハイデガーと政治」に関する文献は汗牛充棟の様相を呈しているにしても、それはあく
ナ

チ

ズ

ム

までも彼の国民社会主義 への加担や反ユダヤ主義への傾倒に集中して向けられている。そ
の視点のみからすれば、ハイデガーによる「夕べの国」への言及は、脱政治的な 、少なく
とも非政治的なものとされてもやむを得ないだろう。というのは、ハイデガーのなかで「夕
べの国」が浮上したのは、ナチス体制との衝突のもと 1934 年にフライブルク大学の学長職
を解かれたのち、フリードリヒ・ヘルダーリンの詩作品に取り組んでいく過程だったから
である。とはいえ、ファーバーの言うように「夕べの国」自体が極めて強い政治的負荷を
与えられた言葉である事実を念頭に置くとき、この概念に即して、いわばポスト・ナチス
段階のハイデガーの政治性を新たに再検討する余地が生まれよう。そのとき注目に値する
のは、ハイデガーに「夕べの国」を思索させる契機となったのが、ほかならぬヘルダーリ
ンであったことである。ヘルダーリンこそ政治的な―それも「地政学」的な―詩人で
はなかったか。

２．ヘルダーリンの「地政学と歴史哲学」
フリードリヒ・ヘルダーリンの長篇小説『ヒュペーリオン』（1797 年／1799 年）をテー
マとして、フリードリヒ・キットラーのもとで博士号を取得したドイツ文学研究者、クリ
ストフ・アルブレヒトは、同論文をその名も『地政学と歴史哲学 ―1748 年～1798 年』
と題して出版している。アルブレヒトによれば、歴史哲学も地政学も、いずれも 18 世紀の
フランス啓蒙思想に起源を持つ発想である。前者の発端がヴォルテール『歴史哲学』
（1765
年）であることはよく知られている。一方、後者は、確かに「地政学（Geopolitik）」なる用
語それ自体が登場するのは 19 世紀後半のドイツであるものの、地理的条件と国際政治の
Ebenda, S. 11.
Ebenda, S. 14
7 Ebenda, S. 11. なお、通常『西洋の没落』と日本語訳されているシュペングラーの主著は、正確に
は『夕べの国の没落』である。
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分析を関連づけ、そこから国家がとるべき政策を導き出そうとす る思考は、元来は単に「政
治的地理学（géographie politique）」と呼ばれており、もとをたどれば重農主義の経済学者、
ジャック・テュルゴーに行きつくという 8。
アルブレヒトはさらに、地政学と歴史哲学は理念型として関係が深く、 相互補完的であ
ると主張している。
「地政学は、可能な政治行動がグローバルな地理条件に制約されている
ことを探求しようとする。歴史哲学は、『歴史の発展法則』なるものを描き出そうとする。
これら両者の思考法は、その歴史的起源からして相互に結びついている。また、 実践的な
政治行動という意味でも、両者を分離するのはしばしば困難である。軍事行動は地政学的
に計画される。しかし、同時に、そのためのプロパガンダとして、歴史哲学のつくり出し
た諸概念―『国民』、『自然国境』、『自由』、『人種』、『文明』、『人類』といった―が持
・

・

・

ち出される。
［……］歴史哲学による暗示は、単に恣意的 な軍事侵攻を、歴史や政治にとっ
・

・

・

て必然的 であると思わせ、正当化するのである 9」。
アルブレヒトがこのような視点を用意したのは、彼の 元来の分析対象がヘルダーリンの
『ヒュペーリオン』だったからである。
『ヒュペーリオン』は、ギリシア人のオスマン帝国
に対する蜂起を主要な背景としている 10。当時「東方問題（orientalische Frage）」の名のもと
に叫ばれた、ボスポラス海峡の此岸であり地理的にヨーロッパであるバルカン半島からイ
スラーム教徒の支配を駆逐しようとする計画は、まさに先の引用にあるように、ヨーロッ
パ「文明」に属する「国民」の「自由」を取り戻すものとして、地政学と 歴史哲学の双方
から正当化されていたのである。特にギリシアに関しては、そこがヨーロッパの「文明」
や「自由」の発祥の地とされるだけに、いっそうその傾向が強かったといえよう。
しかし、ここで見落としてはならないのは、
『ヒュペーリオン』にとどまらず、ヘルダー
リンの全作品に「地政学と歴史哲学」の刻印が色濃く表れている ところである。同小説の
刊行された 1799 年以降に「悲歌」や「讃歌」として書かれ、今日でも彼の代表作と目され
ている一連の詩作品が、特にそれに該当している 11 。これらヘルダーリンの後期作品を読
む者が気づくのは、作中のナラティヴが地理的に移動してゆく特徴が強く表れていること
である。そして、ひいては、一方では「西」、まさに第１章で見てきた意味での「夕べの国
（Hesperien ないし Abendland）」であるドイツや西ヨーロッパと、文明の起源たるギリシア
世界との、のみならずその背後に広がる中東からインドにまでいたるオリエント世界との
あいだの境界確定を行いながら、他方では両者の結びつきを歌いあげようとする強固な意
志が介在していることである。
具体例に即して見てみよう。「パンと葡萄酒（Brot und Wein、1800 年／1801 年）」は、第

Christoph V. Albrecht, Geopolitik und Geschichtsphilosophie 1748 -1798, Berlin 1998, S. 24. 該当するテュ
ルゴーの作品としては、1748 年の「なすべき著作のリスト（Liste d'ouvrages à faire）」、1751 年の「政治
的地理学に関する著作計画（Plan d'un ouvrage sur la géographie politique）」などが挙げられている。
9 Ebenda, S. 25
10 ただし、同小説で扱われているのは、刊行年からも明らかなように、いわゆるギリシア独立戦争
（1821 年）ではなく、結果として失敗に終わった「オルロフ反乱（1770 年）」である。
11 以下、ヘルダーリンの詩は、ドイツ古典作家叢書の作品集（Friedrich Hölderlin Sämtliche Gedichte,
hrsg. von Jochen Schmidt, Frankfurt am Main 2005）を底本として参照する。本文中で引用する際は略称
を HSG として、頁数を併記する。
8
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1 聯ではドイツ都市の夜景から歌い起こされながら、第 3 聯で「ゆえにイストモスに来た
れ！（HSG, 287）」の句とともに場面をギリシア世界へと移し、やがて酒神ディオニュソス
が登場したあと、ふたたびその舞台をドイツへと戻す。
彼（引用者注―酒神）はここにとどまり、過ぎ去った神々の名残を、
暗闇に生きる神なき者たちに伝える。
古人の歌が予言した神の子ら、
見よ！

それは我ら、夕べの国（Hesperien）の果実なのだ！（HSG, 291）

「帰郷（Heimkunft、1801 年）」では、冒頭でアルプスの山々が描写されたのち、ライン川
の流路に従って視点が移動し、ボーデン湖を経て詩人自身の故郷であるネッカー渓谷へと
いたる。「漂泊（Die Wanderung、1801 年）」は、視点移動の点では「パンと葡萄酒」に近い
構造を持っており、まず「浄福なるスエヴィア（HSG, 324）」、つまり詩人の故郷であるシ
ュヴァーベン地方にはじまり、唐突に「私はカフカスを目指そう！（HSG, 325）」と言われ、
ドイツ人の祖が黒海のほとりで「太陽の子ら（同）」と出会って混交したという典拠不明の
神話が語られ 12、やはりギリシアに赴きながら「だが私は長居はしまい （HSG, 327）」とド
イツに帰還する。
「ゲルマーニエン（Germanien、1801 年）」は、今度はギリシアから語り起
こされ、ゼウスの使いたる鷲がイタリアとアルプスを越えてゲルマニアの地に飛来する。
「回想（Andenken、1803）」は、作者が家庭教師として滞在していたことのあるボルドーか
ら開始され、ガロンヌ川に吹く北東の風とともに、南仏からインドへと船出する詩である。
こうした例は枚挙にいとまがない。
この性格が最も強く表れているのが、川を題名とした一連の詩作品 にほかならない。国
家や地域のあいだの境界をなし、しかも水源から海にいたるまで複数の国々を流れてゆく
川こそ、上で見てきたようなヘルダーリン特有の詩の構想にふさわしかったといえる。
「ネ
ッカル（Der Neckar、1800 年）」は、詩人の故郷を流れるネッカル川から歌いはじめ ながら
も、やがてライン川と合流するところまで行くと、第 4 聯の「私には世界は美しく思える。
目は飛んでいく／大地の魅力を求めて（HSG, 244）」の詩句を皮切りに、舞台がギリシア世
界へと切り替わってそのまま終わる。「ドナウの源泉にて（Am Quell der Donau、1801 年）」
の語り手は、やはり詩人の故郷に近いドナウ川の水源地方にいながら、

言葉は東方から我らのもとに来た。
パルナッソスの岩山で、キタイロンの山中で、私は聞くのだ、
おお、アジアよ！

汝のこだまを［……］（HSG, 322）

と述べたのち、川の下流に広がるギリシアとアジアへと想像力を羽ばたかせる。
ヨッヘン・シュミットによれば、この部分は、黒海東岸のコルキス人はエジプト起源であるとの
ヘロドトスの証言をもとに、北方人（のちのドイツ人につながる）と南方人の遭遇からギリシア人
が生まれたとするヘルダーリンの認識を示している可能性があるという。 Vgl. Hölderlin Sämtliche
Gedichte, S. 850.
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「川の詩人」たるヘルダーリンの二大代表作が「ライン（Der Rhein、1801 年）」および
「イスター（Der Isther、1803 年）」であることは、衆目の一致するところであろう。「ライ
ン」の冒頭では、詩の話者である「私」はアルプスの森に座っているが、すぐに魂を「イ
タリア」や「モレア」
（ペロポネソス半島の意）へと飛ばしてしまう。そこで聞くのが「若
者が救いを求めて嘆く（HSG, 328）」声であり、この「若者」がライン川である。ここで場
面は転換し、独特の調子でライン上流の地理的環境が語られる。
その声は、川たちのなかでも最も高貴な者、
生まれながらの自由人たるラインのもの。
ラインは、山上では兄弟であった
テッシンやローヌとは望みを異にして、
別れてさまよおうとした。その王者の魂はついにラインを、
止みがたくアジアへと駆り立てた。
しかし、この願いは無思慮であったのだ、
運命を前にしては。（HSG, 329）

このくだりは、表面的に読めば、アルプス山中のトーマ湖から発したライン川が、南に向
かうティチーノ川（テッシン川）や西に赴くローヌ川と別れて、いったんは東流するもの
の、すぐに北のドイツの方角に向きを変えるという、単なる地誌を説明しているにすぎな
い。とはいえ、東への流れをわざわざ「アジアへと駆り立てた」と表現するのは、すでに
「地政学と歴史哲学」の圏域である。後段では、北上するにいたったライン川がドイツの
国土を潤す様子が寿がれるものの、
だが、一度たりとも、一度たりとも、ラインは忘れないのだ。
住む家は消え失せるだろう、
そして掟も人間たちの生きる日も、
幻影となろう、
もしラインがおのれの根源を、
若き日の純粋な声を忘れようものなら。（HSG, 330）

と、詩は当初の東流、アジアへの衝動をふたたび思い起こさせている。
「イスター」とは、ギリシア語でのドナウ川下流の呼称に由来している。ごく常識的な
シュヴァルツヴァルト

地理情報でいえば、ドナウ川はドイツの 黒 い 森 に端を発し、そのまま東流し、東欧諸国
を横断して黒海に注ぐ河川である。しかし、ヘルダーリンは、詩をこうはじめている。
我らが歌うのは、しかし、インダスより
はるかに到来し、アルフォイスを通り
過ぎてきたもの。ながらく我らは
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ふさわしいものを求めてきたのだ。
［……］
この川こそイスターと呼ばれる。（HSG, 362）

「インダス」はむろんインド西部の川であり、「アルフェイオス（アルフォイス）」はオ リ
ュンピアを流れるペロポネソス半島の川であるため、ここで描かれているのは明らかに東
から西への移動である。それを敢えて、ヘルダーリンは「この川こそイスター」としてい
る。さらに詩の後半部では、より露骨に「逆流」が言われている。

イスターは、だが、ほとんど
逆に流れているように見えるのだ。
思うに、イスターは、
東方から来ているに相違ない。
多くのことが
これについて言い得よう。（HSG, 363）

「ライン」で強調されたのが「西から東」であるとすれば、
「イスター」では 反対に「東か
ら西」の方向に注意がうながされているのである。

３．夕べの国、ギリシア、アジア
このように後期ヘルダーリンが執拗に「夕べの国」、ギリシア、アジアをめぐる地政学的
認識を作品化していたことについては、研究史の初期から、一定の注意が払われてきた。
とはいえ、当初は極めて単純化された見方が示されていたにすぎなかった。 この段階を代
表するのは、ヘルダーリンの伝記作者であったヴィルヘルム・ミヒェルである。ミヒェル
によれば、ある時期までのヘルダーリンはギリシアの遺産 ―芸術、詩、哲学、神々の世
界―を直接的に継承すべき模範と考えていたものの、ピンダロスやソポクレスの翻訳を
行う過程で「ギリシアと夕べの国の存在条件の差」に気づき、その構想を断念してみずか
らの祖国を歌うようになったという 13。ミヒェルはこれを「夕べの国的転回（abendländliche
Wendung）」と名づけている 14。第２章で見てきた作品の多くに含まれる、はじめは想念を
ギリシアやアジアに飛ばしつつも最終的には祖国に回帰している 構成は、あるいはより直
接的な「だが私は（引用者注―ギリシア世界に）長居はしまい（HSG, 327）」といった詩
句の存在は、ここから説明されることになる。
しかし、
「夕べの国的転回」だけでは理解しがたいのは、結局のところヘルダーリンが最
後まで―精神に異常をきたす以前の詩人が完成させた最終作品は「ムネモシュネー

13
14

Wilhelm Michel, Friedrich Hölderin. Eine Biographie (1940), Hamburg 2013, S. 331-333.
Wilhelm Michel, Hölderlins abendländische Wendung, Weimar 1922 .
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（Mnemosyne、1803 年）」とされる―ギリシアを「も」題材とし、時としてはアジアに「も」
言及するのをやめなかった事実である。ミヒェルに論駁しつつこの点を突き詰めたのは、
ノルベルト・フォン・ヘリングラートに次ぐヘルダーリン全集の編者として知られるフリ
ードリヒ・バイスナーの 1933 年の著書『ヘルダーリンのギリシア語翻訳』、ことにその第
7 章に置かれた論考「ギリシアと夕べの国（Griechenland und Hesperien）」である。「ギリシ
アと夕べの国」は、ヘルダーリンによるピンダロスやソポクレスの翻訳 の試みを扱った本
書の大部分からはなかば独立しており、それ自体が一つの論文と読みうるものとなってい
る。
バイスナーも、ヘルダーリンが現代を「古代世界の直線的な後裔」とする観念を抱いて
きたにもかかわらず、1800 年前後にそれを放棄したこと自体は認めている 15。そこで傍証
として引き合いに出されるのは、よく知られた 1801 年 12 月 4 日付のカシミール・ウルリ
ヒ・ベーレンドルフ―詩人の友人―宛ての書簡である 16。
国民固有のもの（das Nationelle）を自由に使いこなすことこそ、我々にとって最も難しい。思うに、
我々ドイ ツ人に叙 述の明 快 さがもと もと身に ついて い るのと同 じく、ギ リシア 人 には天上 の炎
（Feuer vom Himmel）が本来的に備わっている。だが、だからこそギリシア人は、ホメーロスのよ
うに冷静沈着な叙述能力に優れる代わり、君のようなドイツ人 の持っている情熱に負けてしまう
のだ。これは逆説的に聞こえるがね。 17

ギリシア人の本性は情熱（「天上の炎」）である、だから彼らは自分たちにない冷静な叙述
力を学んでホメーロスのような作品を残せた、しかし元来の本性である情熱は向上させ得
なかった、
「国民固有のものを自由に使いこなす」のは難しいから ―この「逆説」を簡潔
にまとめると、以上の通りである。ヘルダーリンによれば、ギリシア人とそっくり立場が
入れ替わるのがドイツ人である。ドイツ人にとっては、その本性である冷静な叙述力―
書 簡 の 後 段 で 「 夕 べ の 国 の 、 ユ ー ノ ー の よ う な 素 面 状 態 （ abendländische Junonische
Nüchternheit） 18」と規定されている―の発揮こそ至難であり、そのためにギリシア人か
らの学習が必要なのである。ここで示唆されているのは、ドイツを単なるギリシアの後裔
とする思考を捨てたのちのヘルダーリンも、ミヒェルの主張とは異なって、ギリシアか「夕
べの国」かという二者択一には立っていないことである。
19 世紀以降のヘルダーリンにとっての「夕べの国」およびギリシアの位置づけを決定的
に物語る詩句としてバイスナーが持ち出すのは、ヘリングラート版全集には収録されてい
なかった「パンと葡萄酒」の後年の異稿である。というより、この部分 をはじめて紹介し
たがゆえに、
『ヘルダーリンのギリシア語翻訳』が名高いのだといってもよい。このくだり
は、まさに次の第 4 章で扱うハイデガーはじめ、幾人かの哲学者の興味を喚起するにいた
る。
15
16
17
18

Friedrich Beißner, Hölderlins Übersetzungen aus dem Griechischen, 2. Aufl ., Stuttgart 1961, S. 151.
Ebenda.
Friedrich Hölderlin Sämtliche Werke Bd. 9, hrsg. von D. E. Sattler, München 2004, S. 183.
Ebenda.
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そうなのだ、精神が家にあるのは、
元初のことでは、起源のことではないのだ。故郷は精神を食らい尽くしてしまうから。
精神は植民地を愛し、そしてさらに勇敢にも忘却を愛する。
我らの花々は、我らの森の木陰は楽しませる、
やつれ果てた者を。魂を与えるこの者は、あやうく焼き尽くされるところだったのだ。
（HSG, 747） 19

バイスナーによれば、遺稿の意味はこうである。 ―精神は、元初においては故郷にとど
まり得ない。
「故郷は精神を食らい尽くしてしまう から」である。精神は、一度はアジール
としての異郷、
「植民地」に逃れなければならない。しかし、かといって異郷にあり続けて
は、精神は衰弱するほかない。だから、やがて時が到来し、故郷の力への抵抗力が十分に
身についたとき、精神は帰郷しておのれ自身の花々や森を求めるのである 20。
バイスナーは、この「パンと葡萄酒」異稿を、先に挙げたベーレンドルフ宛書簡の認識
を作品化しようと試みたものと理解している。書簡では、ドイツ人にとっての「国民固有
のもの」である「夕べの国の、ユーノーのような素面状態」は、ギリシア人の本性 たる「天
上の炎」―むろんアポロンの属性である 21 ―を学び取ることによってしか開花させ得
ないとされていた。一方、こちらでは、ドイツ人はいったん異郷、
「植民地」としてのギリ
シアに迂回しなければ国民形成できない、というかたちで同じ内容を示しているのである。
ゆえに、ミヒェルの言うのとは逆に、「ギリシアはヘルダーリンのなか で死んではいない。
むしろ、若き夕べの国の精神にとって不可欠な植民地となっている 22」。
さらに、バイスナーの論考は、ヘルダーリンにとっての「夕べの国」とギリシアのみな
らず、アジア、
「朝の国（Morgenland）」の位置づけにも踏み込んでいる。バイスナーによれ
ば、「ドナウの水源にて」、「回想」、そして「ライン」や「イスター」に見られるような、
ヘルダーリンの作品での「朝の国の浮上」は、
「夕べの国」への取り組みと矛盾するもので
はない。むしろ、ドイツ人が「国民固有のもの」をあらためて確立するために奪取しなけ
ればならないギリシアの「天上の炎」にとっての故郷がアジアなのであり、
「夕べの国」の
ために「朝の国」の力が必要なのである 23。

４．ハイデガー ― 詩、哲学、地政学
ハイデガーはヘルダーリンを読み込む過程で、いわゆる「ナチス加担」とは別次元の政

バイスナーによる初出は Ebenda, S. 147 であり、「パンと葡萄酒」の 152 行目から 156 行目に代わ
るべき異稿とされている。なお、ドイツ古典作家叢書版作品集の編者であるヨッヘン・シュミット
によれば、作品成立（1801 年）の「数年後」の異稿とのことで（HSG, 747）、正確な執筆年は不明
である。
20 Beißner, Hölderlins Übersetzungen aus dem Griechischen, S. 148.
21 Ebenda, S. 160.
22 Ebenda, S. 162.
23 Ebenda, S. 164.
19
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治性に、それも「夕べの国」をめぐる地政学的な 意味での政治性へと深入りしていったの
ではないか―冒頭で示した本稿のこの問いにとって鍵となるものの一つがあるとすれば、
バイスナーの上記の発見ではないかと思われる。
まず、時系列を整理しておこう。前述の通り、ハイデガーは、総長解職後の 1934 年／1935
年の冬学期に講義『ヘルダーリンの讃歌「ゲルマーニエン」と「ライン」』
（ GA39）にてこ
の詩人を取り上げはじめ、1936 年には「ヘルダーリンと詩作の本質」（GA4 所収）と題し
て講演をしている 24。取り組みは 1940 年前後にふたたび活性化し、1939 年／1940 年には講
演「あたかも祝日のように」（GA4 所収）が、1941 年／1942 年には講義『ヘルダーリンの
讃歌「回想」』（GA52）が、1942 年／1943 年には講義『ヘルダーリンの讃歌「イスター」』
（GA53）が矢継ぎ早に行われ、1943 年には論文「回想」（GA4 所収）も発表されている。
戦後にも関心は継続し、1959 年には講演「ヘルダーリンの大地と天」（GA4 所収）がなさ
れている（ほか、未公刊の小品を集めた GA75『ヘルダーリンに寄せて』が存在する）。
これらを順に追ったとき浮上するのは、
『「ゲルマーニエン」と「ライン」』に代表される
30 年代中葉の議論のなかでは、ハイデガーがいまだに通俗的な「地政学と歴史哲学」の認
識にとどまっていることである―ハイデガーは、ヘルダーリンがドイツ（「夕べの国」）、
ギリシア、そしてアジアの境界確定を試み、そのうえでこれらの場所を関連づけようとし
ていたのを承知していたはずなのに。その典型例は、アジアについての位置づけに見られ
る。「ライン」講義では、第 1 聯に登場する「運命（Ein Schicksal、HSG, 328）」について、
次のように言われている。
アジア的な運命の観念は、ヘルダーリンの思索のなかでは創造的に克服されている。このアジア
的な宿命の最初の、そして同じやり方では二度と行われ得ない克服は、ギリシア人によって、そ
れも同民族の詩作と思索と国家創造と同時になされたのであった。（GA39, 173）

これはありふれた西洋哲学史のアジア観であり、ヘルダーリンもそれを踏襲していた、と
いう読み方にすぎない。また、アジアを「克服」したはずのギリシア人にしても、ドイツ
人と「同系の民族」とされながらも、もはや戻り得ない「東」として位置づけられている。
元初、東の方に向かおうとしていたライン川は、突如として今日のクール市の近くで方向を北に
転じ、ドイツの国土へと向かう。この断折は根源にあったときから衝動的意志のうちにあったも
の、すなわち東への衝動からの突然の離反である。［……］ギリシア人自体、（引用者注―ドイ
ツ人と）同系の民族であり、根源的な者が駆り立てられる根源への同じ原衝動、同じ存在への原
衝動を内蔵している。
［……］しかし、今日の歴史的現存在は、川がその源泉に戻り得ないのと同
じように、もはやこの民族に戻ることはできない。（GA39, 204-205）

以下、ハイデガーの論文や講義は、ヴィットーリオ・クロスターマン社の全集（Martin Heidegger
Gesamtausgabe, Frankfurt am Main 1975-）を底本として参照する。略称を GA として、巻数と（必要
なら）頁数を併記する。

24

10

詩・哲学・地政学（長谷川晴生）
ⓒ Heidegger-Forum vol.16 2022

第 2 章で特に取り上げた「ライン」の特異な詩句「その王者の魂はついにラインを、／止
みがたくアジアへと駆り立てた」も、
「東への衝動からの離反」こそ「夕べの国」をつくる
という文脈に回収されてしまう。
状況が変化を見せはじめるのは、40 年代に入ったのちである。そして、本稿にとって興
味深いのは、1940 年前後のこの時点で、ハイデガーがバイスナーの紹介した「パンと葡萄
酒」異稿をあらためて認知した、少なくとも重視しはじめた形跡があるところなのである。
ハイデガーが「パンと葡萄酒」異稿に言及したのは、
「 回想」講義のことである（GA52, 189）。
ただし、すでに学期の後半に達していた事情も手伝って、本格的な考察は翌年の「イスタ
ー」講義に持ち越される。
「イスター」講義は、ハイデガーの授業の常として、必ずしも表題の詩のみを扱ってい
るわけではない。もちろん基本的には「イスター」をベースとしながらも、その関連で、
第二部ではヘルダーリンの翻訳していたソポクレス『アンティゴネー』に焦点が当てられ、
第三部ではいよいよ「パンと葡萄酒」異稿が大きく扱われる。その際、ハイデガーは次の
ように述べている。

この詩行は、Fr・バイスナーの著作『ヘルダーリンのギリシア語翻訳』（1933 年）の 147 頁にて、
はじめて公表されている。この注意深い文献学の業績は、ヘリングラートの 1910 年の問題設定を
ふたたび取り上げ、個々の点ではいくつかの改善をもたらしている。ヘルダーリンの詩や草稿の
テクストを確定しようとするバイスナーの試みは、必要不可欠であり、いかに高く評価してもし
すぎることはない。しかし、同時に解釈を必要としている。（GA53, 156-157）

バイスナーの単なる文献学的業績に哲学者たる自分が解釈を与える ―と読まれたげな
宣言に反して、しかし、「イスター」講義はあくまでも、「パンと葡萄酒」異稿をベーレン
ドルフ宛書簡と関連づけるところまで含めて、 第 3 章で見てきた「ギリシアと夕べの国」
の路線に即して行われているといってよい。すなわち、異郷へと迂回してはじめて故郷に
到達しうる精神という、ある種の弁証法的な構図である。
ハイデガーの言葉に即せば、「いまだ解放されざる固有のもの」である「故郷」は、「精
神を食らい尽くしてしまう（GA53, 163）」。ゆえに、
「精神の本性は異郷的（unheimisch）」で
あり、おのれにとって固有のものを得るためにこそ、
「異郷的なもの、異国的なもの」を欲
する。これが「精神は植民地を愛し、そしてさらに勇敢にも忘却を愛する」の真意である 。
一方、
「植民地」は単なる異国ではなく「母の国へと回帰する娘の国」であり、植民地にあ
る精神は常に母を求める（GA53, 164）。こうして、精神は植民地なる異郷を経由してはじ
めて、
「 我らの花々は、我らの森の木陰」へと、つまり「ドイツのもの、土着的なる（ einheimisch）
もの」へと帰還する契機を手にする（GA53, 167）。
ヘルダーリンは、この「異稿断片」のなかで、歴史的かつ詩人的に、ドイツ人の歴史に対して語
ってい るの であ る ― 異郷 にある こと こそ 故郷 に向 か うこと にほ かな らな い、 と いう法 則を。
（GA53, 168）
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最終的に、バイスナーに触発された異郷と故郷の弁証法の導入を通じて、
「イスター」の
詩句「イスターは、だが、ほとんど／逆に流れているように見えるのだ。／思うに、イス
ターは、／東方から来ているに相違ない」にも、かつての「ライン」講義での「東への衝
動からの離反」とはまったく異なった解釈が与えられることになる。
イスターは根源の近くに住んでいる。それは、異国へのさすらいを終えて、現在の場所へと帰郷
したためなのである。つまり、イスターは、異郷にあることこそ故郷に向かうことであ る、とい
う例の法則を満たしているのである。（GA53, 202）

５．おわりに
― 「ハイデガーとナチズム」から「ハイデガーと保守革命」へ？
ハイデガーは、ヘルダーリンを読解しはじめた当初は、彼の詩 におけるドイツ、ギリシ
ア、アジアの境界確定に力点を置いており、
「夕べの国」を「東」から分離して「東」と対
峙させようとする意味で、伝統的な地政学的認識の枠内にとどまっていた。しかし、徐々
に取り組みが進捗するなかで、おそらくはバイスナーの「パンと葡萄酒」異稿への注目を
媒介として、ドイツ人は異郷としての「東」へと迂回してはじめて故郷に向か うことがで
きるという、新たな「法則」を見いだすにいたる。この場合、異郷たる「東」には、ギリ
シアもアジアも含まれうる。戦後のハイデガーが「ヘルダーリンの大地と天」でギリシア
を「朝の国的な場所（das Morgenländische）」と呼ぶのも、その延長にあるといえよう（GA4,
157）。
ナ

チ

ズ

ム

このハイデガーの転身は、国民社会主義 の呪縛からの完全な脱出であり、第１章で概観
したリヒャルト・ファーバーの言う「夕べの国」をめぐる「人文主義 的アンチヒューマニ
ズム」からの離脱なのであろうか。現代風に言い換えるならば、
「東」を敵視したり蔑視し
たりするのをやめる、politically correct な動きなのであろうか。
しかし、結論はそう単純ではあるまい。ファーバーの仕事を引き継ぎ、現代のドイツの
新右翼にとっての「夕べの国」神話を再構成してみせた思想史家、フォルカー・ヴァイス
は、その著書に「東方の『夕べの国』？」と題した節を設けている。 ヴァイスによれば、
ドイツの民族主義は、みずからを「西」としたうえで「東」と敵対してきただけではなく、
実にご都合主義的に、場合によっては自身を「東」に位置づけて西方の勢力―ヴェルサ
イユ体制、フランス的共和政、アングロ・サクソン的リベラリズム 、ひいてはアメリカニ
ズム―と闘争しようとしてきたという 25。「夕べの国」の原義が「日の沈む西方」であっ
たとしても、もともと極めて恣意的な使われ方をしてきた概念なのである。
ヴァイスが強調しているように、いまこうした融通無碍な「夕べの国」観を全面展開し
ナ

チ

ス

・

・

・

・

ている新右翼は、国民社会主義 のではなく 、
「保守革命（Konservative Revolution）」陣営―
Volker Weiß, Die autoritäre Revolte: Die NEUE RECHTE und der Untergang des Abendlandes, Stuttgart
2017, S. 182-183.［フォルカー・ヴァイス『ドイツの新右翼』長谷川晴生訳、新泉社、2019 年、270～
271 頁］

25
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エルンスト・ユンガーの私設秘書であった評論家、アルミン・モーラーが、主著『ドイツ
における保守革命』によって提唱した思想史的カテゴリーで、戦間期の非ナチス（とされ
る）右翼思想家の総称―の後継者を自任している。その文脈で礼賛されているのが、 ユ
ンガーやカール・シュミットに加えて、ほかならぬハイデガーである。 つまり、ハイデガ
ーは、かつてヴィクトル・ファリアスらが喚起した問題設定をかわすかたちで、
ナ

チ

国民社会主義者 から離反したがゆえに安心して参照できる人物であるというエクスキュー
ズのもと、新右翼に愛読されているのである。
「ハイデガーとナチズム」から「ハイデガーと保守革命」へ。仮に、ハイデガーと政治
をめぐる問いの方向性が次第にこう転換するとしたら、ヘルダーリン読解の進展に際して
彼が見せた、
「夕べの国」の立場での「東」への接近と「西」からの離脱は、ふたたび危い
アウラを身にまとわざるを得ない。ヴァイスは、ハイデガーを引用して賛意を表する、若
手の新右翼たちの著書を紹介している。果たして、そこで引かれているものこそ、本稿で
見てきた「イスター」講義の一節なのであった 26。
今日、我々が知っているように、アメリカニズムなるアングロ・サクソン世界は、ヨーロッパを、
つまり彼らの故郷を、つまり夕べの国の元初を抹殺しようと決意した。元初のものは破壊しえな
いというのに。今次の惑星的戦争に対するアメリカの参戦は、彼らの歴史への参入ではなく、ア
メリカ的歴史喪失とアメリカ的自己破壊の最後に位置するアメリカ的行動にほか ならない。とい
うのは、かかる行動は、元初的なるものの拒絶であり、元初なきものへの決断であるからである。
（GA53, 68） 27

Ebenda, S. 115.［『ドイツの新右翼』168 頁］
この部分がいかにも 1942 年から 43 年にかけての冬学期の講義にふさわしい単なる時事的な言及
にとどまらないのは、例の「異郷にあることこそ故郷に向かうこと」という法則を踏まえたうえで、
その「異国のものを拒否し、あまつさえ抹殺する（GA53, 68）」事例として取り上げられているとこ
ろからも明らかである。

26
27
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「可能性」と文学の問題、あるいは詩と虚構
串田 純一 （早稲田大学）

“Possibility” and Problems of Literature, or Poetry and
Fiction
Jun-ich KUSHITA
In Being and Time Heidegger says, “Resolution is precisely the
disclosive projection and determination of the actual factical possibility.
The indefiniteness that characterizes every factically potentiality-of-being
of Dasein belongs necessarily to resoluteness.” Therefor, the notion
“resoluteness” cannot be understood by a general theoretical inquiry, but
rather through some kind of individual exemplar. In fact, many authors
have found the example in Heidegger’s own life, especially in his official
political attitude. However, resoluteness should not necessarily arise only
in public situations, but also in private relationships. So the first question
is: how can such relations be documented and distributed in the public?
Historically, people’s real private lives could be made open through
literary works. But today, it is very difficult. This condition brings us to
the second question: is it possible to create a fiction that describes some
resoluteness? This question is interesting because each resoluteness must
bear its ownmost words which are not just possible and common, but
inevitably specific and actual. We often call such words “poetry”, and
their specifity and individuality cannot be kept in a possible world of
fiction, but always indicate a creator in the actual world. In this paper I
illustrate this with some examples of fictions in which “poets” appear but
their poems themselves are never presented.
keywords: possibility, resoluteness, private, fiction, poetry
キーワード：可能性、決意性、私的、虚構、詩作
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１．決意性の理解可能性という問題
先ずは『存在と時間』の一節を、二つの「可能性」に留意しつつ読んでみよう。
決意性〔Entschlossenheit〕という現象は、提出され奨励されている諸可能性に対して、もっぱら
それらのうちのどれかを採用しようと掴み取ることにすぎないのだと、もしも人が考えようとす
．．．． ．．．．．．．．．．．． ．． ．．
るなら、それはこの現象の完全な誤解であろう。決意こそ 、その時々の現事実的な可能 性を 初め
． ．．．．．．．．．．．． ．．．．
．．．．．．．．．．
て 開示しつつ企投し規定する のである 。決意性には必然的に無規定性が属している のであり、こ
の無規定性が現存在のあらゆる現事実的・被投的な存在しうることを性格付けている。決意性が
己れ自身を確信するのは、ただ決意としてのみなのである。しかし、そのつど決意において初め
．．．．．．．．
．．．．． ．．．
て己れを規定する決意性の実存的な無規定性 は、それにもかかわらず、己れの実存論的な 規定性
を持っている。 1

この「決意性（決断性、覚悟性）」は、隣接する「本来性」
「先駆」などと並んで、
『存在と
時間』を成す諸概念の中でもとりわけ問題含みなものである。これらは元より理解が難し
いのであるが、それにもかかわらず、あるいはそうであるからこそ、多様な解釈といささ
か性急とも思える批判をしばしば招いてきた。二つ挙げておく。

決断主義におけるこの〝倫理的真空状態〟がもたらす帰結をハイデガーの偏見、すなわち保守革
命派ばりの近代的な生活世界に対する徹底的な低評価と結びつけてみよう。そのときには、一九
三三年におけるハイデガーの不名誉な人生上の選択の背後に、否定できない理論的一貫性を見い
だすこととなるのである。 2

ハイデガーの政治的関与には体系的な哲学上の基礎があると私は信じていますが、それは『存在
と時間』第二篇における本来性概念を彼が展開させる特定の仕方に帰せられます。それが〈 das
Volk〉という概念において極まるのです。それはつまり、ハイデガーは人間の共存在あるいは共
同体の体系的な様態を唯一の仕方でしか考えることができないということです。 3

これらは、決意性や本来性を常識に引きつけた一面的な理解にすぎないと言われるかもし
れないし、実際その通りなのだろうが、しかしそうした受け取りに典型的な諸傾向を取り
出し得るという点で興味深い。すなわち第一に、決意における「実存的な無規定性」はや
はりどうしても、具体例として実在の現存在を参照することへと導いてしまうこと。第二
に、その参照先としてはさし当たりハイデガー自身の実存以外に見当たらないこと。第三

Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübinen, Max Niemeyer, 1993, S. 298. 以下、本書からの引用は煩雑を避
けるため本文中にページ数のみを〔 〕の中に記す。
2 リチャード・ウォーリン『存在の政治 ―マルティン・ハイデガーの政治思想』小野紀明・堀田
新五郎・小田川大典訳、岩波書店、1999 年、114−115 頁。
3 サイモン・クリッチリー「根源的な非本来性」
、
『ハイデガー『存在と時間』を読む』串田純一訳、
法政大学出版局、2017 年、253 頁。
1
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に、その彼の多様な企投の中でも、国民社会主義への共鳴という公的・政治的な振舞いに
視線が集中するということ 4。こうした事態の由来と意味を、改めて考えてみねばならない。
先ず、第一の点には事柄から来る相応の必然性があると思われる。決意の内実は理論的・
普遍的な把握の外にある以上、その理解のためにはやはり何らかのモデル ― ハイデガー
自身の言葉では「範例」〔7〕や「英雄」〔385〕 ― を見遣ることが必要、ないし少なくと
も可能なのではないだろうか。これは謂わば「物語」の援用であり、学問の立場からすれ
ば或る種の不徹底な弱さあるいは軽さなのかもしれない。しかし現存在の共同性の多くは
そのような弱さと軽さから成っているのである。そしてまた、その範例はハイデガー本人
の実存にのみ見出されうる、ということもあるまい。いま一番問題となるのは第三の点で
ある。決意性を巡る叙述をもう少し見てみよう。
．．．
現存在のうちでその良心によって証しを与えられているこの際立った本来的な開示性―最も固
．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．
．．．．．．．．．． ．．．．
有な責めある存在を目がけて 、沈黙したまま 〔verschwiegene〕不安への用意を整えて 、己れを企
．．．．．
投すること ―を、我々は決意性と名付ける。〔296-297〕

決意性の本来的な自己存在の内から、本来的な相互共同存在が初めて発現するのであって、世人
と、ひとが企てようとする当のことにおいて、曖昧で嫉妬深い協定やお喋りな親睦から発現する
のではない。〔298〕

そうだとすれば良心の呼び声は、学の探求や（しばしば「曖昧で嫉妬深い協定」が不可欠
でさえある）公的な職務あるいは国家の政治といった場面ばかりでなく、個別の他者との
最も私的で内密な関係性においても「聞こえてくる」ことが十分ありうるのではないか。
いやむしろ、そうした可能性の方が高いとさえ言えるのではないだろうか。これを問う前
に、先ずは決意性や本来性と言語との一般的な関係を簡単に検討しておきたい。

２．本来性と言語
決意性を構成する語りは「沈黙」であるとされていた。しかしこれは、その周囲に言語
が全く存在しない、という意味ではあるまい。なぜなら、或る沈黙が単なる無音や静寂あ
．．．．．
るいは病疾などとしてではなくまさに沈黙として 理解されるためにはその背景となる濃密
な文脈が必要であり、そうした志向的構造に言語が組み込まれていないということは先ず
ありえないからである。「理解するよう沈黙しつつほのめかそうと欲する人は、「言うべき
何ごとかを持っている」のでなくてはならない」
〔296〕。そして当然、個々の決意的な「沈
黙」を範例化するということは、それを成り立たせる枠組み全体を言語化するということ
にほかならない。

4

この出来事の詳細については、轟孝夫『ハイデガーの超-政治 ―ナチズムとの対決／存在・技
術・国家への問い』（明石書店、2020 年）を参照。
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あるいは、沈黙しようとする当人が、まさしく沈黙するためにこそ言葉を発しなければ
ならない、ということも大いにありうる。というのも、世人は沈黙と見るや否やすぐにこ
れを解釈して、平均的日常性に馴染みの意味（言い訳や言い逃れ）を与えてしまうからで
ある。ナチズムやホロコーストに関する戦後ハイデガーの「沈黙」が被った事態も、まさ
にその例と言えるかも知れない。
そしてこうした「沈黙するための語り」は、先回りして安易な理解を封じねばならない
のであるから、自ずと「難解」さを帯びることとなり、いわゆる詩的な言語に近付いて行
くようにもなるだろう。もちろん、そのつどの「本来的な言葉」が文学的形式としての「詩」
である必要は全くない。その様式も内実も、前もって定められることはない。だからこそ、
私たちはそれらに可能な形を知りうる具体的な例示や物語の可能性を問うているのである。
ただし本論が、その一つの範例として日本の古典文学を念頭に置いていることは確かであ
る。
古くは記紀に見られる伝説的説話に始まり、その後の歌集や歌物語から日記類に至る諸
テクストが示しているのは、極めて私的な領域においてこそ日本語はその最も卓越した姿
を現してきたという事実にほかならない 5。そしてそのいくつかはまさに平易な理解を許す
ことなく、今なお沈黙へと引き退いたままである（それゆえに、古今伝授のような秘伝も
生じた）。

３．私的な言葉の流通の問題
そうするとここで、また次なる問題が生じてくる。現実の私的な場や内密な関係性にお
いて生じた言葉はいかにして公に現れ、広く流通するに至りうるのか、という問いである。
仮の見通しを述べておくと、この可能性には時代や地域、つまり歴史的な環境・条件によ
って大きな差異がある。そしておそらく私たちの生きる現代社会においては、こうした言
葉の公共化と流通の回路は極めて狭くなってきている。というのも、著作権・肖像権そし
てプライバシーの問題が、時と共にますます重みを増しているからである。それを示す一
例として 1998 年に三島由紀夫の遺族が起こした裁判が挙げられよう。
これは、三島の私信を無断で引用・公表した小説『三島由紀夫 ―剣と寒紅』の出版社・
文藝春秋社と著者・福島次郎らに対して出版差止や損害賠償を求めたもので、主な争点は
一般に手紙・書簡が著作に当たるか否かであったが、背景には性的指向など三島の私秘的
な問題も潜んでいた。東京地裁は本件手紙が著作物に当たると判断し、控訴・上告を経て
原告の訴えをほぼ認める判決が確定している 6。
これは、ポリスの市民を前に語られる叙事詩や広場で上演される悲劇を頂点に置いてきた西洋の
文学と鮮やかな対照をなしている。また詩歌の側から言えば、それらは単独では十分に理解される
ことができず、成立や贈答を巡る背景や文脈の提示も欠かせないということになる。
6 裁判所ウェブサイト（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=13559）から入手できる「被
告ら準備書面」はなかなか興味深い力作で、その主張によれば、古くから書簡が重視され確固たる
地位を得ている西欧と比べ「わが国には手紙を文学の一分野とみる伝統が希薄であって（中世には
面白い手紙のやりとりがあったが、芭蕉以降面白いものがない）」、当該の三島の手紙もまた「いず
5
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一つの判例から完全に一般化することはできないにせよ、ここには現代の言語流通を取
巻く条件・環境が反映されているはずである。つまり、私的な歌の贈答を核とする『蜻蛉
日記』や和歌集、あるいは『エロイーズとアベラール書簡集』のような作品が成立するこ
とは、今や限りなく困難なのである―とりわけ当事者に何らかの不都合がある場合には。
裁判後 20 年を経て情報技術が著しく発達した現在、事情はさらに複雑化しているだろう。
しかしその詳細はもはや社会学や文化史・メディア論等の領域となる 7。ここではただ、私
的で内密な言葉がそのまま実録として公に流布するようなことは基本的に容認され難いと
いうのが現今の状況であるという点を、確認するに留めよう（無論そうした漏洩が現に生
じる場合もあろうが、それはあくまで防止されるべき事故である）。
ここまでの論点を振り返ると、実存論的規定が不可能な決意性の理解には何らかの範例
や物語が役立つであろうというのが第一、そしてそれらは私的で内密な領域をも舞台とし
うるということが第二、さらに決意性にも言語が伴うことが第三、ただし第四として、現
代ではこうした私秘的な言葉の公的な流通は問題化され抑圧されるという状況がある。だ
とすれば、かように隠れたままであらざるを得ない現事実的な可能性の謂わばシミュレー
ション、ないし模倣、モデル化、とどう呼んでもよいが、そうした機能を果たしうるもの
として、虚構ないしフィクションを活用することはできないのだろうか。

４．ハイデガーと虚構／フィクション
「ハイデガーと文学」は頻繁に論じられる主題であるが、そこで言及される「文学」は
ほぼ常にいわゆる詩であり、近現代の市民社会で圧倒的な地位を占めている（散文虚構と
しての）小説が問題にされることは極めて少ない。そしてその理由はさし当たり明白であ
フィクション

る。というのも実存論的分析論の観点からすれば、 虚 構 は頽落や非本来性の構造、例え
ば「曖昧性〔Zweideutigkeit〕」に基づいており、それを超え出ることがないからである。虚
構とは定義からして、現実化することなく可能性にとどまるものであり、しかもその可能
性の意味は作者にも受け手にも前もって理解されてしまっている。言い換えれば、特定の
現存在に固有ではない代替可能な諸可能性によって織り上げられた日常性を共有しつつ、
随意に「それらのうちのどれかを採用し」、それらがあたかも現実化しているかのように扱
うということである 8。
こうした曖昧性は、使用や享受において近付きうるものを意のままにしたり処理したりすること
に関係するばかりではないのであり、曖昧性は、存在しうることとしての理解の内に、つまり、

れも純然たる実用文のカテゴリーに属する」ということになる。
先の「準備書面」は、「明治期に輸入された電話が書簡文学の確立にマイナスの要因（これは西欧
諸国にも共通の、負のファクターである）として働いた」という重要な指摘もしている。
8 これは、ジョン・サール以来「共有された遊戯的偽装」として知られるものである。ジャン＝マ
リー・シェフェール『なぜフィクションか？ ―ごっこ遊びからバーチャルリアリティまで』
（久
保昭博訳、慶応義塾大学出版会、2019 年）、特に第 3 章を参照。
7
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現存在の諸可能性を企投し予め引き渡す様式の内に、既に根付いてしまっている。誰もが、何が
眼前にあり出来するのかを識別し論評するばかりではなく、誰もが、何が先ず生起するべきであ
るのかについて、何が、まだ眼前にはないが「本来なら」なされねばならないのかについて、い
ち早く語ることを心得ているわけである。〔273〕

ここで問題になっているのは、文ないし命題に―必然性や偶然性・現実性と並んで―付
加される論理的様相としての可能性だと言って良い。無論、そのつど適切な可能性を選択
するには鋭い問題意識や現実観察が、またそれらを破綻なく関係させるには優れた知性が、
そして簡潔なあるいは華麗な言葉による表現には少なからぬ才と技能が、必要となるだろ
う。しかしそれらが示しているのは既に「現実の」作家の在り方なのであって、虚構の内
容（筋）そのものはあくまでも公共的解釈の地平内に先取りされているのである。あるい
は、ハイデガーが虚構／小説に言及する数少ない箇所の一つ、『存在と時間』第 51 節の注
4 もまた非常に興味深い。「L・N・トルストイは『イワン・イリッチの死』という物語の
中で、この「ひとは死亡するものだ」ということが引き起こす動揺と崩壊の現象を、描写
してみせた」〔254〕。
つまり、この小説においてハイデガーが注目しているのはあくまでも「ひと／世人」に
とっての死の非本来的な在り方なのであって、本作はその題名に反して「イワン・イリッ
チ（に固有）の死」を描くことができていないのである。事実、小説の語りは―「あの
世」への越境などをしない限り―死につつある者の「内面への焦点化」にぎりぎりまで
努めながらも、最後はやはり「三人称的」ないし「外部の」視点へと抜け出して終わらざ
るを得ない 9。
「いよいよお終いだ！」誰かが頭の上で言った。
彼はこの言葉を聞いて、それを心の中で繰り返した。
『もう死はおしまいだ』と彼は自分で自分に
言い聞かした。『もう死はなくなったのだ。』
彼は息を吸いこんだが、それも途中で消えて、ぐっと身を伸ばしたかと思うと、そのまま死んで
しまった。 10

また、小説が代表するような近現代社会の「物語」が世人と頽落の構造に根ざしている
という事情は、文学研究や批評の側からも見抜かれている。例えば蓮實重彦『物語批判序
説』の次のような箇所はハイデガーによる空談や曖昧性の分析と驚くほど似ている。
説話論的な磁場。それは、誰が、何のために語っているのかが判然としない領域である。そこで
口を開くとき、語りつつある物語を分節化する主体としてではなく、物語の分節機能に従って説
話論的な機能を演じる作中人物の一人となるほかはないのである。にもかかわらず、人は、あた

ただし、そうであるからこそ以下の引用文中の『もう死はなくなったのだ』 などは高度な自己言
及性や存在論的直感を示しているのかもしれない。さらなる検討が必要であろう 。
10 L・N・トルストイ『イワン・イリッチの死』米川正夫訳、岩波書店、1973 年、102 頁。
9
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かも記号流通の階層秩序が存在し、自分がその中心に、上層部に、もっとも意味の濃密な地帯に
位置しているかのごとく錯覚しつづけている。 11

さてその一方で、決意は「初めてその時々の現事実的な可能性を開示しつつ企投し規定
する」のであった。だとすれば、曖昧な一般的可能性を本質とする虚構の物語を通して現
存在の本来的可能性を提示しようとする企投は、可能性がはらむ二つの非常に異なった、
しかしやはり深く絡み合う側面を、集約しつつ激突させることになる。そしてこれはハイ
デガー解釈の枠を超えて、広く文学論や言語論あるいは存在論一般に関わる構造的・形式
的な問題なのである。

５．表象する可能性と可能性の表象、とりわけ言語に関して
蓮實は前掲の書で、小説が「知に従属する物語」でありまた「内面に推移し外界に生起
する現象を写しだす鏡」でありえたロマン主義の終焉と、フローベールを産んだ次の―そ
して私達もなお生きている―時代への移行について、次のように述べる。
小説という鏡に絶対に写らないもの。それはほかでもない、言葉だ。新語、外来語、流行語とし
て社会現象となった言葉そのものを、小説家は、あたかもそれが世界に所属しないものであるか
のように、小説から排除する。
〔……〕それを無理に映しだそうとするなら、鏡は自分自身の上に
そり返り、砕け散るほかはないだろう。
事実、鏡は破裂する。 12

ここで問題になっているのは、可能的で一般的な何かを表象する言語の能力と、当の言語
記号自身の現実的存在との間の、軋轢である。言語に限らず一般に、或る表象媒体は自分
と同じ類に属す存在者を虚構内に閉じ込めておくことができない。例えば（カラーで音声
付きの）映画・動画は「新たに調合された虚構の色調や音質」を表象に止めることはでき
ないのであって、それは必ずこの世界内で「現示」されるか、あるいは別の表象媒体―つ
まり言語―によって単に指示されるかの、いずれかしかない。
また、どんな表象媒体も必ず何か作用因を持つ。それはすなわち、表象される側である
．．．．．．．．．．．．．．．．．
様相的可能性とは異なる、現実存在する表象能力としての可能性 にほかならない 13。新し
い音色はそれを発する器具や機器を、それらはまたさらにその製作者を、志向的に指示す
る。つまり表象媒体が虚構内に封じられないということは、その条件たる能力と存在者も
また現事実的に開示されざるを得ないということなのである。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
他方で、或る現実的な能力としての可能性を虚構的に表象する とはどういうことか、ま

11
12
13

蓮實重彦『物語批判序説』、中央公論社、1985 年、27−28 頁。
同書、84−85 頁。
詳しくは、串田純一『ハイデガーと生き物の問題』（法政大学出版局、2017 年）第 1 章を参照。
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たそれはどのようにして可能なのか、と問うこともできる。言うまでもなく、あらゆる虚
構は諸能力の一般的表象で満ちている。そもそも人間が登場する時点で既に、特段の断り
がない限り、それに属すとされる諸可能性、すなわち或る時空を占めること、言語を使う
こと、常に死亡しうること、などが共に潜在的に指示されている。そしてこれらの一部が
現実化したと見なすことによって虚構の物語が生成される訳だが、その「現実」もまた通
常は単に表象されるしかない（だからこそ虚構にとどまる）。
ところが或る種の可能性の現実化は、単に表象されるのみならず、現事実的に提示され
うる場合がある。それが、当の虚構を形成しているのと同種の表象媒体そのものを生成さ
せる可能性／能力にほかならない。そしてこのことが虚構の品位と地位を左右し、危険に
曝すのである。
例えば、日本語で書かれた小説において「彼女は英語を話すことができた」と書かれて
いながら当人の話す英語自体は一度も現に示されない、といった程度のことなら十分許容
されるし、実際に見られもするだろう。しかし、より一般に「彼は話すことができた」と
わざわざ言われるような場合は、先ずそれだけで何か特殊な事情―彼が乳幼児だったり
何か病気だったり―が想定されると共に、もしもその彼が発する言葉自体は一度も現示
されないとしたら、これはかなり奇妙な、設定を活かしていない失敗作となるのではない
だろうか。あるいは「画家」や「音楽家」が登場するにもかかわらず彼らの作品が一度も
示されない映画なども同様である。一般に、
「媒体の性質上それが可能であるにもかかわら
ず、現実態としての表象や記号自体を現示することなく、それらを生成しうる可能性の存
在のみを単に（空虚に）表象するに留まる場合、それは作品としての弱さになる（虚構性
が剥き出しになる）」と言えよう。
以上を、
〈決意と共に開示される最も固有で本来的な現事実的可能性〉の問題に接続する
と、先ず「そのつど固有の現事実的な可能性を一般的に表象する」とはどういうことなの
か、語義からして理解し難い。本来的で固有な可能性の存在は二重の意味で現実態として、
．．
．．．．．．
つまり発語のような能力の発現 という形で現に示される しかないのだが、しかしそうなる
とこの可能性／能力は、虚構の人物ではなく現実の発話者に帰属せざるを得なくなるので
ある。
こうして、
「各人にそのつど最も固有で本来的な言語の可能性が虚構を通して例示・模倣
されることは存在論的に不可能性である」という―いささか残念な―命題が見えてく
る。先にも触れたように、
「本来的な言語」と詩歌とは相互に必要条件でも十分条件でもな
い。とはいえ、両者はやはり多くの部分で重なってくることだろう。そして現実問題とし
て、件の命題を検証しようとすれば自ずと歴史的な蓄積が豊富な詩歌と虚構の関係が参照
先となってくる。
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６．虚構内における詩作の不可能性
先ずは、既に名前の出た三島由紀夫に再び登場願おう。彼は『文章読本』に附録された
「質疑応答」の中で「小説第一の美人は誰ですか」という問いにこう答えている。
これはごく易しい質問です。文章における小説第一の美人とは、もしあなたが小説を書いて「彼
女は古今東西の小説のなかに現れた女性のなかで第一の美人であった」と書けば、それが第一の
美人になるのです。言語のこのような抽象的性質によって、小説中の美人の本質が規定されます。
それはまた小説と歴史との違いでもありまして、歴史が史上最高の美女というときには、なんら
かの裏付けがなければならないのでありますが、小説はそれ自体によって成り立っている小宇宙
でありますから。 14

ここでは、様相的可能性を自由に表象できる小説ないし言語一般の強みが誇られているよ
うでありながら、しかしその底にはどこか投げやりな感、あるいは自嘲のような響きも聞
き取れる。三島は何かを誤魔化していることに気付いていたのではないか。というのも、
続けて「それでは「彼女は古今の小説に現れた詩人のなかで第一の天才であった」と書い
て済ますことは小説家に許されていますか」と問うこともできるからであり、その答えは
―通俗性に堕することを拒む限り―「許されていない」となるに違いないからである。
実際、三島自身もまたこの〈言語の一般的表象能力〉と〈個別的言語の現実存在〉の相克
に直面するのであり、それは例えば掌編「詩を書く少年」に見出される。
作中では、
「少年」にとって「詩はまったく楽に、次から次へ、すらすらと出来た」とさ
れている。しかし、当然のことながら、彼が書いた詩自体は一行たりとも現示されること
はない。代わりに与えられるのは次のような叙述である。

少年が恍惚となると、いつも目の前に比喩的な世界が現出した。毛虫たちは桜の葉をレエスに変
なげう

え、 擲 たれた小石は、明るい樫をこえて、海を見に行った。クレーンは曇り日の海の皺くちゃな
シーツを引っかきまわして、その下に溺死者を探していた。 15

もちろん、この少年には作者自身の過去が色濃く反映されている。だがこれがあくまでも
虚構である以上、三島が自らの中学時代の作を転載することはありえない。と同時に、彼
が才気ある 15 歳に成りきって「詩」を書いてみても、それは所詮フェイクであって当の少
．．．．．．
年に固有の可能性 を示すことなどできない（作者の仮装した声を響かすしかない）。しかも
そうかといって、詩の言語を語り手のメタ言語によってさらに描写・再表象したりするこ
とは、あまりに露骨で安易な取り繕いである。結局、この三つの不可能の狭間で辛うじて
見出されたのが、詩のいわば生成現場を散文―ただし三島に特徴的な喩を多用した極め
て「詩的」な美文―で表象するという、危うい道だったのである。

14
15

三島由紀夫『文章読本』、中央公論新社、1995 年、213−214 頁。
三島由紀夫「詩を書く少年」、『花ざかりの森・憂国』、新潮社、1992 年、102−103 頁。
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さてその後、少年は文芸部の先輩 R と互いの才を認め合う仲となるが、ある日この R が
「恋愛」をしてしまい、次のようなやりとりがなされる。

「だって本当の詩人だったら、天才だったら、詩がそういうとき、救ってくれるんじゃないです
か」
「ゲーテはウェルテルを書いて、自分を自殺から救ったさ」と R は答えた。
「でもゲーテは、詩も
何も自分を救えない、自殺するほかに仕方がない、って心の底から感じたからあれがかけたんだ
よ」
「それなら、どうしてゲーテは自殺しなかったんですか。書くことと自殺することとおんなじな
ら、どうして自殺することの方を選ばなかったんですか。自殺しなかったのはゲーテが臆病だっ
たからですか。それとも天才だったからですか」
「天才だったからさ」
「それなら……」 16

こうして結びは、「『僕もいつか詩を書かなくなるかもしれない』と少年は生まれてはじめ
て思った。しかし自分が詩人ではなかったことに彼が気が附くまでにはまだ距離があった」
となる。ここでは、個々の実存にとっての「詩」の意味や可能性が問われており、本論の
出発点であった決意性・本来性と言語の問題にも直結してくる。しかしいずれにせよ既に
明らかなように、R や少年が天才か否か、また詩人かどうかということは、才能や適性の
問題の遥か手前で決定されてしまっている。つまり彼らが虚構内の人物である限り、自身
の作品を現に示すことでその才を証明しそして救われるといった可能性は、存在論的に閉
ざされているのである。
そして同じことは、まさしくウェルテルについても言える。彼の気質は実に「詩人的」
であるが、その手になる詩が作中で披露されることはやはりない。しかしそれでもなお『若
きウェルテルの悩み』は詩というものに何もさせない訳にはいかなかったのだろう。そこ
で残された手段が「引用」ということになる。ウェルテルはロッテの前で「オシアンの歌」
を長々と朗読するのだ 17。しかし、語りうる言葉が自らに最も固有な可能性ではなく曖昧
な引用でしかありえない所に、虚構人物ウェルテルの悲劇があったと言えよう。しかし実
存する書き手ゲーテはそうではない。
引用・伝聞や翻訳（そして歌謡化）を適宜組み合わせれば、本来の言葉自体の現示を免
れつつ虚構文の内部に「詩」を登場させることも不可能ではない。それを彼はよく知って
いたのだろう。
『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』では謎多き少女ミニヨンが「きみ
知るや南の国、」で始まる有名な歌を唄うが 18、これは物語全体の作者ゲーテ自身の詩とし

16

同書、114−115 頁。

17

林久博「『若きヴェルターの悩み』におけるオシアンの歌」、『国際教養学部論叢』第 4 巻第 2 号、

中京大学国際教養学部、2012 年、185−169 頁、参照。
J・W・ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代（上）』山崎章甫訳、岩波書店、2000 年、
227 頁。
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て認知されている。それがなぜ可能となっているのかは、歌に続く部分を見ればわかるだ
ろう。

歌い始めたのはミニヨンの声であった。ヴィルヘルムがドアを開けると、ミニヨンが入ってきて、
右に掲げた歌を歌ったのであった。
言葉が全部理解できたわけではないが、メロディーも歌詞もヴィルヘルムにはひどく気に入っ
た。各連を繰り返させたり、説明させたりして書きとめ、ドイツ語に翻訳したのであった。しか
し独自な言回しはおぼろにしか伝えることができなかった。 19

先ず、小説内においてこの歌の作者は示されていない。そして読者に現示されるのは元の
（恐らくイタリアの）言語からの翻訳という設定である。つまりゲーテは、いわば創作の
根源である霊感とそれを韻文に整える技術とを別々の人物に配分するという奇策によって、
自分と同等の、つまりドイツ語自体の歴史を現実に形成しつつあるような天才詩人が虚構
内に登場するという形而上学的な捻れを、やはり紙一重で回避するのである。しかし現実
においてはやはりこの二要素は一人に属すとされ、それが作者だということになる。
同様の例は多く、例えば『ボヴァリー夫人』末尾で盲人が歌う「ぽかぽか陽気に誘われ
りゃ、」は民謡と思しきものの孫引きで 20、
『 マルテの手記』のアベローネがやはり歌う「夜、
泣きながら臥していると、」はリルケ自身の作である 21。また、語り手が為すには忍びなか
った「詩を現示せず言語によって説明・再表象する」という振舞いも作中人物にならまだ
許されるという訳で、宮沢賢治「龍と詩人」などにそれが見られる 22。
とはいえ、
「詩作を虚構内に閉じ込めることは不可能である」という命題に一見反するよ
うな事例も、少なからず存在するに違いない。それらは個々に慎重な分析が必要であるが、
ここでは中でも特に大規模で重要なものを一つ検討しておこう。

７．『源氏物語』の場合
『源氏物語』
（および前後の作り物語）においては登場人物たちが盛んに歌を詠み、互い
に贈り合う。例えば「須磨」巻において、都を落ちようとしている光源氏が「身はかくて
さすらへぬとも君があたり
ても影だにとまるものならば

去らぬ鏡の影は離れじ」とうたえば、残される紫上は「別れ
鏡を見てもなぐさめてまし」と返す、といった具合である。

ここでは、存在論的に不可能だと思われた虚構内における詩作すなわち固有な言葉の現示
が、成立しているのではないか。しかし少し掘り下げてみると、或る特有の事態が見えて

同書、229 頁。
蓮實重彦『『ボヴァリー夫人』論』、筑摩書房、2014 年、707 頁以下、参照。
21 Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Gesammelte Werke Bd. 6, Berlin, Insel, 1930, S.
936. これには後にウェーベルンがリルケ作詞として曲を付けている（Op.8-1）。つまり『マルテ』
の虚構世界は（都市パリ等と同様）詩人リルケの現存在をこの現実と共有していることになる。
22 串田純一「動物たちと詩を待つ人間」
、『ユリイカ』2011 年 7 月号、青土社、163−169 頁、参照。
19
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くる。すなわち、この物語には実のところ虚構の「歌人（詩人）」は一人も現れていないの
である。
ちょうど、毎年無数に産出される卒業論文が真の「論文」として参照されえないのと同
様、
「五七五七七」で言葉を並べることなら誰もが日々為している社会において、ことさら
「歌人」とされるには、作品のそれなりに特別な流通と承認が必要となる。その典型ない
し頂点が勅撰集への選入にほかならない。ところが『源氏物語』を読んでみると、和歌の
公的な流通に関する記述はほぼ皆無だということに気付くのである。そもそも、その贈答
の当事者以外が歌の内容について知ることも滅多にない。光源氏の執政は一種の聖代とさ
れているにもかかわらず、現実ならばその必須条件とも言うべき勅撰集の編纂も行われな
い―のみならず、そうした制度自体があたかも存在しないかのようなのである（対照的
に漢詩の公的な機能は多く記述されるが、今度はこれらの詩が現示されるということがな
い）。
以上が意味するのは、作中で詠まれる歌が語り手および作中人物たちの使う言語（中古
期日本語）自体に影響を与えることはない、ということである。歌は、私的で内密な関係
において仮初めの役割を果たすのみで、作中世界においてはいつまでも隠匿されたままな
のだ。しかし、そうであるからこそ、虚構の人物たちにはこのような言語使用を可能とす
る環境と資質が与えられていなければならない。
要するに、『源氏物語』のような詩歌に彩られた虚構が可能となるのは、「この上なく私
秘的な領域において最も本来的な言葉が発せられることがありうるのみならず時にそれが
必要とさえされるということ自体が、公的な慣習もしくは制度となっている」という特異
な世界を舞台とすることによってなのである。そして読者達がこのような設定を苦もなく
受け入れてきたのは、現実の平安貴族社会がまさにそうしたものであったからにほかなら
ない（無論、このような仕来りが確立されるにはやはり歌集や歌物語を通じた私的な言葉
の非隠匿化が積み重ねられる必要があったのであり、それを可能とした歴史的条件の探求
がまた大きな課題となる）。
作者紫式部は、こうした存在論的次元の問題をもよく認識していたように思われる。そ
れをうかがわせるのが例えば「絵合」巻である。これは、源氏の養女・斎宮女御方と権中
納言の娘・弘徽殿女御方が、各々所有の絵を冷泉帝の前へ持ち出して優劣を競うというも
のだが、史実では『源氏物語』以前にこうした催しが存在した形跡はない。その一方でこ
の会の設定は、左右の衣装（赤と青）を始めとして細部まで、歌合せの地位と様式を確立
した天徳内裏歌合（960 年）を模しているということが古くから指摘されている 23。だとす
．．．．
れば当時の読者は、作者の創意と同時に「これは歌合せではない 」ということをもメタ・
メッセージとして受け取ったのではなかろうか。いずれにせよ、決着をつけたのは流浪時
の源氏自身の手になる須磨の絵であった。
定めかねて夜に入りぬ。左はなほ数一つある果てに、須磨の巻出で来たるに、中納言の御心騒ぎ

河添房江「天徳内裏歌合から読み解く『源氏物語』」、
『日本文学』第 53 号第 5 巻、日本文学協會、
2004 年、36−47 頁、参照。
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え

にけり。あなたにも心して、果ての巻は心ことにすぐれたるを選 り置きたまへるに、かかるいみ
み こ

じきものの上手の、心の限り思ひすまして静かに描きたまへるは、たとふべきかたなし親王 より
はじめたてまつりて、涙とどめたまはず。その世に、心苦し悲しと思ほししことども、ただ今の
やうに見え、所のさま、おぼつかなき浦々、磯の隠れなく描きあらはしたまへり。草の手に仮名
の所々に書きまぜて、まほのくはしき日記にはあらず、あはれなる歌なども混じれる、たぐひゆ
かし。誰も異事思ほさず、様々の御絵の興、これに皆移り果てて、あはれにおもしろし。よろづ
皆おしゆづりて、左勝つになりぬ。 24

まさに千年後の三島が言う通り、絵のような光学的存在者そのものの現示を（そもそも不
可能であるがゆえに）免除されている言語の「抽象的性質」を思う存分に駆使して、作者
は光源氏を文字通り現実離れした才人へと仕立て上げている。そしてこの際「あはれなる
歌」が、同じく表象されるだけで済まされているのは、それがあくまでも絵の添え物に過
ぎないからである。
一方、もしもこれを歌合せとしてしまっていたら、どうなっていたか。物語の質と品位
を保つには、そこで詠まれる和歌自体を現に示さないわけにはいかなかっただろう。しか
し御前歌合とは―勅撰集と同じく―まさに時代の言葉の範例を定める場に他ならず、
そこで披露された歌群は以後の登場人物たちの、作歌はもちろん発話全般をも深く規定す
ることになるだろう。つまり物語自体を形作る現実の言葉と虚構内の言葉とが次第に分岐
して、予想もつかない混沌へ至るに違いないのである。しかもそこで示される歌の規範は
物語作者自身の力量／可能性の枠内に制限されてしまう（紫式部の歌才については例えば
和泉式部との比較等を巡って論点が多くある）。
それに対して、歌合せの公的機能を（表象媒体を異にする）絵合せで代替し、歌の流通
をそのつどごく私的な場に局限させることができれば、他の物語言語への干渉は生じず、
形而上学的カオスは回避できる。そして作中歌は事実上、実在の作者による題詠ないし代
作―どちらも和歌における重要な慣習―と見なされうるのである 25。

８．集約
ハイデガーからはずいぶん離れてしまったようでもあるが、そこへと戻る道は、例えば
『言葉についての対話』中の次のような箇所が与えてくれるだろう。
問う人

「言語〔Sprache〕」に当たる日本語の語は何と言いますか？

日本人

（さらにためらったあと）それは「こと・ば」と申します。

問う人

で、これはどういうことを言っているのですか。

『源氏物語 三』石田穣二・清水好子校注、新潮社、1978 年、110−111 頁。
ただし、物語歌は勅撰集に入れられず、また別に編まれた『風葉和歌集』のような物語歌集では
どれもが虚構人物の作とされる、といったように周辺にはまだ検討すべき多くの問題がある。
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日本人

ばとは葉〔Blätter〕、またとりわけ花びら〔Blütenblätter〕を指します。桜の花や梅の花を

考えてください。
問う人

では、ことは何を言うのでしょう。

日本人

その問いは最も答えにくいものです。とはいえ、先に私たちは大胆にもいきを解説して

みようとしたことで、そのご質問への答えを試みるのはいくらか容易になっています。私たち
は、いきを、静寂の呼びかけが純粋に魅了することだとしたのですが、静寂のそよぎが魅了の
呼びかけを性起させる、このそよぎが、あの魅了を到来させる漲りです。しかし、ことは同時
に常にそのつどに魅了するものそれ自体を指しているのですが、この魅了するものは、いつか、
またとない瞬間においてのみその優美を湛えて輝き現れてくるのです。 26

「いつか、またとない瞬間においてのみ」は、大和言葉の精華すなわち和歌が高度に状況
依存的かつ状況開示的であることによく対応している。と同時にもちろん、それは『存在
と時間』を遡って指し示してもいる。すなわち、
「決意したとき現存在は、頽落から己れを
まさに連れ戻してしまっており、こうして、その分より本来的に、開示された状況を目が
．
ける「瞬間視 〔Augenblick〕」の内で「現にそこに」存在するに至る」〔328〕。
．．．．．．．．
しかしいま何にも増して重要なのは、この小品自体がまさに一つの虚構された私的な 対
話にほかならない、という事実である 27。したがって、そこに―とりわけ「日本人」の
フィクション性のために―私たちが扱ってきた諸問題が集約されて現れるとしても、も
はや驚くには及ぶまい。この「対話」は、明らかに何らかの範例たらんとしつつも、求め
られている本来的な言語そのものを現に示すには至らないまま、ただその可能性を前もっ
て表象するのみなのだが、それでもなお沈黙に留まることができず、書き残され公にされ
ない訳にはいかなかったのである。言葉自身がそれを求めているがゆえに。

Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Gesamtausgabe, Bd. 12, Frankfurt am Main, Klostermann, 1985, S.
134, マルティン・ハイデッガー『言葉についての対話 ―日本人と問う人とのあいだの（副題を
つける。他の箇所と統一）』高田珠樹訳、平凡社、2003 年、136−137 頁。
27 この「対話」成立の機縁とされる手塚富雄との実際のやり取りについては、ハイデッガー選集第
21 巻『ことばについての対話』（理想社、1968 年）附録の手塚自身による解説と訪問記「三つの答
え」及び「ハイデガーとの一時間」を参照。
26
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『存在と時間』と分人主義
平野 啓一郎（小説家）

Being and Time and ‘Dividualism’
Keiichiro HIRANO
In his analysis of worldhood in Division One of Being and Time,
Heidegger develops the thesis that “the totality of referential significance
that constitutes the world” derives from a single “for-the-sake-of-which.”
The first part of this paper examines the political quality of this for-thesake-of-which in light of the concept of “affordance,” which is applied to
the design of equipmental beings. Specifically, the relation between an
artificial leg and the body is discussed.
In the second half of this paper, with reference to Steve Job’s alleged
habit of asking himself every morning, “If today were to be the last day
of my life …,” Division Two of Being and Time’s discussion of running
ahead in anticipation of death is examined. Focusing in particular on the
fact that a qualitative difference in “authentic life” arises depending on
“when” one anticipates death, the paradox that “authentic life” can be
arrived at only by way of passing through “inauthentic life” is considered.
Moreover, a personal critique of the limits of this discussion of
authenticity itself is offered.

Keywords: for-the-sake-of-which, affordance, death, running ahead in anticipation, authentic life
キーワード：主旨、アフォーダンス、死、先駆、本来的生
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ただいまご紹介いただきました、平野啓一郎です。宜しくお願いいたします。
ハイデガーフォーラムにお招きいただきまして、古荘さん や、森川さんからは、
「ハイデ
ガーにそんなにこだわらず、なんでもいいですよ」と非常に寛大なお誘いを受けたのです
が、丁度、ハイデガー、とくに『存在と時間』という本のことが ずっと気になっておりま
して、何かの機会に再読したいなと思いながら、忙しさにかまけてずっとそのままになっ
ておりましたので、これはひとつのチャンスかなと思いまして、改めて自分で精読し直す
機会として、あえて「『存在と時間』と分人主義」という、自分の今の仕事に引き付けた大
層なタイトルの講演の演題とさせていただきました。多くの方にとっては釈迦に説法のよ
うな話も随分あると思いますし、ご疑問等抱かれる箇所も、多々あろうかと思いますので、
講演後の質疑応答の時間には、活発なご意見を頂戴したいと存じます。これを機に僕のハ
イデガーの理解も少しは進むといいなと期待しております。あまり時間がありませんので、
さっそく本題に入りたいと思います。
ハイデガーの存在自体は高校生ぐらいの頃から、倫理の授業を通じて知ってましたけど、
僕はもう本当に田舎の文学少年でしたので、読む本というと岩波文庫に入っている、非常
にクラシックな 19 世紀から 20 世紀初頭にかけての外国文学が中心で、あるいは三島由紀
夫や谷崎潤一郎といった作家の作品を読むぐらいでしたので、思想関係の本というのはほ
とんど読んだことありませんでした。ただ倫理の授業 ではチラチラ勉強してまして、僕は
センター試験を倫理・政経で受験しましたのでよく覚えているのですが、当時はハイデガ
ーやサルトルぐらいまでが教科書の範囲でした。まあ非常にざっくりとした話しか書かれ
てませんでしたけど、なんとなく関心をもったんですね。それからもうひとつ妙に印象に
残っているのは、当時 Z 会という通信添削の教材を大学受験に向けてやったんですけども、
その中にコラムのようなページがあって、なぜかハイデガーとナチズムの関係 が詳しく書
いてあった回があったんです。僕が大学受験したのは 1994 年ですので、その前年ぐらいの
Z 会ですけど、教材を作ってる人に研究者でもいたんでしょうか。
そういうハイデガーの概説的な内容で関心をもったのは、やっぱり死の問題だったんで
すね。
と言いますのも、これはいろんなところでお話していることなんですが、僕は父が早く
に亡くなっておりまして、僕が 1 歳の時、父が 36 歳の時でした。その死に方が、いわゆる
ポックリ病というんですかね、今だと「ブルガダ」という病名を耳にされた方もいらっし
ゃるかもしれませんが、非常に健康的な、ほとんど病院に行ったこともないような人だっ
たそうですが、ある日突然心臓が止まって、死んでしまったんですね。僕はそのときはま
だ 1 歳だったので、全く記憶がありませんし、自分の直接 の体験として、それが衝撃的に
ずっと残っているというわけもありません。しかし、こどものときから法事で、嫌でも三
回忌、七回忌、十三回忌とか、色々な機会で死ということを考えさせられますし、父の死
は突然死だったということがあって、悲しいとか寂しいとかいうんじゃなくて、ひとつの
大きな謎として、自分の中に影を落としていました。
小学生の頃は割と平凡な子供だったんですけど、高学年になってきますとだんだん少し
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本なんかを読むようになったりもして、自分の父の死 について考えるようになりました。
急に心臓が止まって死ぬというのは、どういうことなのか。自分の心拍は、意識すると、
どっくんどっくんと、ずっと心臓が鳴ってるわけですけど、次の一拍が鳴るって保証はど
こにもないわけです。そんなことを考え出しますと、友達とテレビゲームしたり、漫画を
読んで部屋でだらだら遊んだりしてると、非常に不安になってくるんですね。 自分はもし
かしたら次の瞬間に死ぬのかもしれないのに、こんなことをしていいんだろうか、 何かも
っと本当にしなきゃいけないことがあるんじゃないのか、というようなことを、実際はそ
れほど明瞭にではなくて非常に漠然とですけども、感じるようにな りました。その頃から、
だんだんと友達と話が合わなくなって、文学作品に魅了されていくことになります。
当時は、漠然と人間の死には、ふたつのタイプがあると考えるようになりました。ひと
つは、80 年、90 年先に待ち構えている、寿命としての死ですね。それからもうひとつは父
に訪れたような突然死です。これは交通事故だとか病気だとか色々な形で、その寿命に至
る前のどこかわからない或る時点で突然訪れる死です 。人間にはどうもこのふたつの死が
あるんだということを考えるようになって、80 年先の死は小学生の僕にとっては、まだそ
れほど実感もなくて恐ろしいことではないんですけど、5 分後に訪れるかもしれない、あ
るいは明日訪れるかもしれない死というのは、非常に強い恐怖だったんですね。
それから突然死というのは、もうひとつは予定が不可能なわけですね。つまり癌で 「余
命三ヶ月です」と宣告されますと、ある程度三ヶ月間という期間がわかりますから、その
中で自分の人生のプライオリティというのを否応なく考えさせられます。しかし、突然死
は、5 分後に来るかもしれないし、5 年後に来るかもしれない。そうしますと、自分の死の
可能性として考えたときに、5 分後に来るって思うのと、5 年後に来るって思うこととで
は、実際に何ができるのかという意味では、全然違うわけですね。5 分後に死ぬとわかっ
てできることというのは、本当に限られていますし、5 年間と思うんだったら、その間に
できることは少なからずあります。つまり、いざ死を自覚したとしても、それが一体いつ
なのかというのが分からないことによって、何をしたらいいのかが根本的に変わってくる。
これが、僕が当惑しつつ感じていたことのひとつでした。
そういったようなことを、正直に言いますと、六年生くらいの頃に、そんなにハイデガ
ー的に整理して考えていたわけではありません。漠然と感じていたところでは、ハイデガ
ーというのはどうも、人間は日常生活のなかで頽落していて、死 に先駆することで本来的
な生に目覚めるというか、連れ戻されるということを説いた哲学者なんだということを知
って、関心を持っていたんです。
ところが、大学に入って、すぐにハイデガーを読んだわけではありませんでした。 小野
紀明先生の授業に出て、ゼミでもお世話になりましたので、小野先生の著作 は当時ほぼ全
て読んでおりましたし、そういう意味では間接的にもハイデガーという思想家に触れる機
会があったのですが、なかなか、ハイデガーの著作には手が伸びず、学部時代はとうとう
読みませんでした。
その時期に僕が関心持ってたのはむしろ、ミルチャ・エリアーデ の宗教学でした。彼も
ハイデガーと同じように、人間は、死というものに直線的に接近してゆくことに存在の不
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安の根源があるという思想を説いています。ただエリアーデの場合は、それへの対処法と
して、一方では一種の神秘主義的な聖性体験を強調します。彼はインドで仏教の勉強をし
てますから、解脱のイメージ、ニルヴァーナのイメージから強い影響を受けているんです
ね。ハイエロファニーという聖性が顕現している存在を体験することによって、俗なる時
間を超脱すると。その或る種のエクスタシーの体験の中で、人間が直進的に、ユダヤ‐キ
リスト教的な時間の中で死に接近していくという不安から解放される ということを主張し
ていて、僕はその発想に非常に魅了されました。それからもうひとつは、日常世界の中に
偽装されて埋め込まれている神話的なものを発見することによって、人間がただひたすら
一直線に死に向かう存在ではなく、人類の大きな円環的時間の中に抱かれてると感じるこ
とが出来る、結果として、その時間の直線性の不安からも解放されるという思想も説いて
います。どちらかというと、僕は自分が避けようもなく死に向かっているという不安の意
識の解消として、そのエリアーデの思想に興味を持ちまして、
『日蝕』という小説を書くこ
とになり、また『一月物語』という第二作目を書きました。時間からの超脱が『日蝕』で、
円環性の方が『一月物語』です。
『日蝕』を書きながら、当時はバブルも崩壊して、90 年代というのは未来に明るい雰囲
気もないような時代でしたので、或る種のニヒリズム に僕自身も陥っていました。阪神淡
路大震災とかオウム事件とか世紀末的と言われるような事件も随分とありました が、しか
し、それでもやっぱりこの現実世界を生きていかなきゃいけないという、自分に襲いかか
ってくるニヒリズムをなんとか克服していかなきゃいけないという思いを抱いていたんで
すね。それで中世思想の中でも錬金術という物質世界を再聖化、再価値化しようとする思
想運動に強い関心を持つようになりました。そこで、文学作品による一種の聖性体験を通
じて、日常性から超脱するということを『日蝕』、『一月物語』という二つの作品で試みま
した。それは、自分としては手応えがあったのですが、ただ、文学者として、やっぱりず
っと神秘主義者で居続けるっていうことにも飽き足らないものがあり、やはり、この現実
世界、地上世界を生きてる人間を、とくに現代の世界を生きてる人間を描かなければいけ
ないと考えるようになりました。第三作目の『葬送』では、19 世紀の近代の大きな転換点
を描いて、当時のポストモダニズムの流行の中で、自分なりの思索の足場を作って、 その
後はしばらく実験的な短編を書きながら、新しい時代を描くための方法を模索していまし
た。
で、その頃に、実はハイデガーの『存在と時間』をようやく読んだんですね。2002 年に
『葬送』を書き終わるまでは、読むべき本も多くて、手が出なかったのですが、
『葬送』刊
行後、「やれやれ」というので、やっと手に取りました。
正直に申しますと、最初はなかなかピンときませんでした。というのは、とくに ハイデ
ガーの死についての思索に興味があったので、しばらく用具的存在とか、環境世界のなか
での配視的配慮の話が続く第一編にはもどかしさがありました。その辺の話は、難解すぎ
て分からないというわけではなく、用語はやっぱりかなり苦戦しましたが、何というか、
すごく当たり前のことを書いてるんじゃないかという感じがしたんですね。道具というの
は役に立つものとして存在していて、それに配視的な配慮で関わっていくっていうような
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話は、
「まあ、そりゃそうなんじゃないかな」というような感じで、割とその辺はザーッと
読み飛ばした気がします。デカルトの批判の辺りから、面白いと感じ始めたのですが。そ
れから、いよいよ死についての話が始まり、第二編に至っては、ある程度、すでに小野先
生の本でも知っていたことでしたし、いろいろなところで断片的に触れていたハイデガー
から予感していた内容でしたので、第一編よりは強い関心を持って読みましたが、ただ、
どちらかというと当惑に近い感情を抱きました。 僕自身は、自分自身のニヒリズムをどう
克服すべきか、この世界をどう価値化して生きてゆくのか、ということを文学者として考
えていた矢先でしたので、日常を生きる人間を、頽落や逃避、非本来性といったワーディ
ングで語られると、そういう感覚は分かるけど、ちょっと今自分がやろうとしてることと
違うんじゃないか、という感じを持ったんですね。エリアーデ流の「聖と俗」という二元
論を吸収した後に、
「俗」をどう生きるか、という点に関心が向いていましたので。いくら
ハイデガーが、「頽落」は、「何ら否定的な評価を表明するものでない」として、この「非
本来的」な生に、
「ある劣等な嘆かわしい存在的属性という意味をもたせ、それも人類文化
の進歩した段階では匡正することができるなどと考えるとしたら、頽落の存在論的＝実存
的構造は、やはり誤解されたことになる」と強調しようとも、「頽落」、「逃亡」、「疎外」、
「負い目」、「非本来性」といったその否定的なワーディングの故に、読者がこれを「ある
劣等な嘆かわしい存在論的属性」と受け止めるのは、仕方がないと思います。 やっぱり読
むと、それに対して覚悟性における本来的な生や、自分の中の英雄性とかを求めて、決断
主義の書として受け止める、ということがあったのではないでしょうか。
それでもその時に『存在と時間』を読んだことで、自分の思考やものの考え方には、一
定の影響があった気がします。ただ、自分の『存在と時間』の読み自体が、非常にお粗末
なものだという自覚もありましたので、あんまり堂々と「ハイデガーがこう言ってる」と
いう言及の仕方は、その後もしませんでした。自分の考えていることと、
『存在と時間』と
を適切に関連付けていくことができなかったんですね。
その後 2004 年から 2005 年にかけて、一年間フランスで生活することがありました。そ
のときに、ああいう国ですから 建築だとか、デザインとかに非常に感動することが多かっ
たんですね。例えばアール・デコ様式っていうのは、日本でも古い田舎の日本家屋の応接
間とかに今もあって、うちの実家もそうなんですが、いいと思ったことなかったんですね。
なんとなくダサい感じがしていたんですが、パリでアール・デコのバーとかカフェとかホ
テルのロビーとか見ますと、本当に立派に見えるんです。オスカー・ワイルドが亡くなっ
たロテルというホテルが、その後立派に改装されて今は五ツ星ホテルになってますが、そ
の内装のアール・デコは非常にカッコいいです。ああいう石造りの街ですから、歴史的な
建築物、建築史が、常に都市の中に現前してる。ですから、新しい建物を建てるにしても
新しいプロダクトを作るにしても、その現前している建築史なりデザイン史と具体的に調
和するものでなければならないし、例えばヴィクトリア朝時代の椅子をモチーフにした、
アクリルで作った新しい今時の椅子とかでも、それはデザイン史を ただ参照して何か考え
るんじゃなくて、実際にその辺の街に古い建物がいっぱい あって、そういう椅子も残って
いて、その椅子を見ながら発想しているということを強く実感したんですね。その空間の
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中に歴史が現前してるから、やっぱりフランス人の服のデザインにしても物のデザインに
しても、日本でそういうものを発想するのとは全然、違うものが出来上がってくる。
もともと、錬金術に興味を持っていたくらいですから、物の世界について考えていまし
たし、
『X-Knowledge Home』という建築誌で、ヨーロッパの建築探訪のような連載を依頼さ
れたりして、建築もフランスだけでなく、ヨーロッパ一円を随分と見て回りました。
それから、もうひとつは、またちょっと違う話なんですが、フランスにいるとアフリカ
がすごく近くに感じられるんですね。日本からだとアフリカというのはどうしても遠い印
象ですけど、パリにいると、アフリカから来てるひとたくさんいますし、バカンスでモロ
ッコに行ったりする。それで、たまたま文化人類学の研究者で今は日本学術振興会のアフ
リカセンター長になってナイロビにいる溝口大助さんと知り合いになる機会があって、よ
く聞いてみると、僕と同郷の北九州出身だというので、当時、親しくおつきあいしていま
した。彼は、シエラレオネとかマリとかのフィールドワーク を行っていて、当時はまだ日
本であまり知られてなかった現地の少年兵の話なども教えてくれたんです。それは、反政
府軍が村を焼き討ちにしたりした時に、皆殺しにするんじゃなくて 、子供を誘拐して少年
兵にする、その際に顔にアヘンを埋め込んで中毒にしてしまう、といった話だとか、 住民
の手とか足とかを切断して放置して帰って、そうする ことで、社会に恐怖感を広めるだと
か、政府の社会補償費用を圧迫する、といった大変な話を聞きました。で、足を切られて
しまって、非常に粗末な義足で生活してる人もたくさんいて、僕もそれに対する寄付を今
もしていますけど、政治的な関心と同時に、義足そのものに興味をもったんです。という
のは、義足というのは、果たして身体の一部として捉えるべきなのか、それとも道具とし
て捉えるべきなのかということを考えたんですね。それで、
「義足」という短編を書いたん
です。それはシエラレオネの或る青年が、反政府軍に足を切断された後、義足を付けてい
るんですけども、ある時、義足が溝にはまってしまって抜けなくなってしまう。そうなっ
た時に、その抜けなくなった義足を、身体の一部として捉えるのか、ひとつの道具として
捉えるのか。この物質的な世界と人間との関わりの中で、僕たちは一定の輪郭を備えて、
対象としての世界と接しているように見えるけれども、その義足が溝にはまってしまった
時に、どこまで身体の輪郭として捉えるのかということを、その時に短編として書いたん
です。それが、先ほど申しましたプロダクト・デザインへの興味と合流していったんです
ね。
その後、
『決壊』、
『ドーン』という小説を書いて、分人主義というのも考えだして、その
辺から、
「本質主義」を意識的に否定する立場を取るようになりました。唯一の「本当の自
分」という問いの立て方は、やっぱり間違ってるんじゃないかということを考えだしたん
ですね。
と言いますのも、父の死以来、自分が非本来的な生き方をしてるんじゃないか という不
安を、特に突然死の恐怖から抱くようになった僕が、じゃあ、どういうふうに考えていっ
たかと言えば、
「本来的な生」という言葉は使いませんでしたが、
「本当の自分とはなにか」
という問いに支配されていったんですね。で、自分が将来、その死の不安を紛らわせられ
る、本当の自分が本当にやりたい仕事に就きたい、ということを考え出しますと、どうし

33

『存在と時間』と分人主義（平野啓一郎）
ⓒ Heidegger-Forum vol.16 2022

てもそれは、職業選択の問題になってくる。職業選択の問題になると、終身雇用制という
のが当時の基本的な前提でしたから、自分が 40 年間ぐらい、20 代で就職して 60 歳ぐらい
までずっとひとつの仕事、ひとつのアイデンティティとして生きなきゃいけないっていう
ことになるわけですが、その時に、やっぱり本当に自分がしたいことをしたいという気持
ちにどうしてもなります。そうすると、それに対応するものとして「本当の自分」とは一
体なんなんだろうということを非常に考えさせられるんですね。ところが、この「本当の
自分とはなにか」という問いが、僕にとっては非常につらいものでした。
まず虚偽意識を抱いてしまうということがあります。
「本当の自分」じゃない自分をいま
生きてるんじゃないか、と。そして、
「その本当の自分って一体なんなのか」と考えるので
すが、とくに就職という形で職業に対応するような「本当の自分」は、なかなか見つける
ことができない。そういうような「本当の自分とはなにか」という問いを、
『決壊』という
小説で突き詰めたあと、やっぱりこれは「個人」という概念とひとつになっている一なる
アイデンティティとか、
「本来的な生」といった発想自体が限界に来てるんじゃないかと考
えるようになりまして、むしろ対人関係ごと、環境ごとに分化した自分の人格をすべて肯
定して、自分を複数化していくことを主張すべきじゃないかと主体のモデルを転換してい
きました。それが、「分人」という概念の発端でした。
その考え方を具体的に書いたのは『ドーン』という小説だったのですが、この『ドーン』
は 2036 年ぐらいを舞台にしてまして、非常に IT が進んだ世界を書いてるんですが、世の
中的にも Web2.0 とか色々言われたりしてまして、それまでの電話回線の遅いネットでなん
とか情報摂取のために繋いでいたインターネットの世界が、常時接続になってひとつの「世
界性」を備えていった時期だったと思います。
『ドーン』は、そこから想像される未来像を
描いた小説でしたが、書き終えてみて、
「これはフィジカルな世界に対する相当強い揺り戻
しがあるだろうな」と感じました。つまり、当時はもう「ユーチューブとかでこれだけコ
ンサートとか観れるんだったら、本当のコンサートに行く人なんかいなくなるだろう」と
いうような予想さえあったほどですが、フタを開けてみると、むしろリアルな体験という
のが、その後も嫌になるほど強調されるようになりました。その気配は、既にあったんで
すね。このフィジカルな世界とデジタルの世界との間の揺れ動きは、たぶん今後もシーソ
ーのようにあり続けると思います。それでもう一回、身体とか、物質的な世界に関心を持
ったときに、義足とプロダクト・デザインという、パリ時代から考えていたことを小説に
しようと思い至りました。
その時に影響を受けたひとりは、プロダクト・デザイナーの深澤直人さんでした。当時
は、プロダクト・デザインも、マルセル・ワンダースみたいな、それこそインターネット
の時代になって、ネット上で情報として、非常にキャッチー でフォトジェニックな外観を
備えたデザインが注目されていて、これは情報環境の進展の中での必然的な反応だったと
思うんですが、その一方で深澤さんは、機能主義的なデザインの系譜に自らを連ねてらし
たんですね。具体的にはディーター・ラムスという、今は電動シェーバーで有名なブラウ
ンのデザイナーを務めた人ですが、彼から Apple のスティーブ・ジョブスとかジョナサン・
アイブに至るまでの、一連の機能主義的デザインの系譜があって、その中にご自分を位置

34

『存在と時間』と分人主義（平野啓一郎）
ⓒ Heidegger-Forum vol.16 2022

づけられている。深澤さんと話していて非常に面白かったのは、深澤さんは、プロダクト
の形というのは、コミュニケーションの中に内在しているんだ という話をされるんですね。
「何かこういうものが欲しい」という時、コミュニケーションの中でその欠落を漠然と感
じているけど、それに物としての形を与えて、商品化することが出来ない。だから、デザ
イナーは、コミュニケーションに内在するその物の形を探り当てるのが仕事なんだと仰る
んですね。その時に深澤さんが参照されてたのが、アフォーダンスという話で、これはも
ともとジェームズ・Ｊ・ギブソンが『生態学的知覚システム』という本の中で書いた話な
んですが、それをドナルド・ノーマンが『誰のためのデザイン』という本の中で、かなり
デザイン寄りに再解釈して、それがデザイナーの間で広まったんですね。
単純に言うと、コップというのを、どうして僕たちはこうやって親指と人差し指でつま
んだり、人差し指と中指で挟んだりせずに、今、普通に持つような持ち方で持つのかとい
うのは、コップの形状自体が、持ち手にこういうふうに持つんだというふうにアフォード
しているからなのだ、という話です。逆にそれを言葉で説明しないと分からない形状のプ
ロダクトは失敗している、という主張なんですね。ですから、深澤さんは、機能主義デザ
インの根幹として、人間が形状だけで、どこをどう触ったら用を為して、それが自分たち
のコミュニケーションの中で生きた形で機能するか、わかるようにプロダクトをデザイン
しなければならないということを話されるんです。
それでその話が非常に面白くて、当時こういう SF 的な設定を考えたんです。もし、この
地球上から全人類が突然いなくなってしまったとして、どっかの宇宙の果てから宇宙人 が
来て、ここに住んでいた生物がどういう形状をしてたのかを調査しようとしたとしたなら、
僕は、都市空間の中のプロダクトとか建築とかを実地に調査して行くことによって、かな
り人間そっくりの形状を再現できるんじゃないかと思うんですね。たとえば 、階段の段差
を見て、
「ここにいた生物は、これ位の段差を登っていくことのできる足がつい ていたんじ
ゃないか」とか、
「足の長さはどれぐらいじゃないか」とか、階段と手すりとの関係から手
と足の位置とかっていうのが想像できるとか、手すりの形状をみて、
「 物をこう掴む機能が
あったんじゃないか、しかもこれを丸くしてある ということは皮膚は相当柔らかいんじゃ
ないんか」とか。つまり都市空間というのは、人間の身体のありとあらゆる裏返しを、そ
の動作の形で連続させることによって形成されて いるというイメージを抱いていたんです
ね。あらゆる身体の断片が、動きとともに連続していると言っても良いでしょう。しかも
それは、
「標準的な身体」を前提にしているので、その空間自体が、また僕たちの動作にフ
ィードバックされる。ですから、バリアフリーというのは、
「標準的な身体」に基づいて作
った都市空間が想定していなかった車椅子のユーザーなどを包摂するものですから、これ
は、宇宙人たちが身体の形状を想像する材料というより、ここに生きた生物の知性を想像
する手懸かりになるのでしょう。結果、段差などがなくなっていく都市空間は、これまた
僕たちにフィードバックされて、多様性を反映した世界像そのものの変更として 経験され
ることになります。
こういう話を考え出した時に、 思いがけず、またハイデガーのことを思い出しました。
最初にお話ししました通り、僕はもともと、ハイデガーの『存在と時間』の第二編の死を
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めぐる話に関心を持っていたのですが、あの第一編の用具的存在とか配視的配慮とかいっ
てたあたりの話が、急に面白く感じられてきたんですね。それでとくに、
「世界を構成する
有意義性の指示関係の総体」が基づいている「主旨」という言葉に注目をしました。プロ
ダクト・デザインに於けるアフォーダンスというのは、人間がいて、目の前に物があって、
その物と人とのミニマムな関係性の中で考えることなんですが、その物が形作っている世
界の全体は、一個の「主旨」に基づいて構成されていると、ハイデガーは言うわけですね。
そして、この「主旨」こそは、政治的に議論されるべき概念なのではないかと考えるよう
になりました。それは資本主義なのかもしれないし、共産主義なのかもしれない。総動員
体制であれば、当然、その「主旨」に則った用具的世界の構成があるはずです。
ですから、プロダクトを巡って考えていたことを、ハイデガーの議論にそのように接続
させると、社会全体の構造の政治性という議論を基礎づけられるのではないかと考えまし
た。
そういうことを考えるようになったもう一つの理由が 、やはり、義足だったんですね。
日本に帰って、
『かたちだけの愛』という小説を書くために、改めて義足について詳しく調
べたのですが、義足が発展したのは、第一次大戦後に傷痍軍人が非常に増えて、しかも 19
世紀までの戦争と違って、爆弾とかマシンガンとかが登場しましたから、手足を欠損して
帰還した兵士が非常に多かったんですね。その時に、義足・義手というものが求められて
いった。更に、もうひとつは、整形外科の分野でのリハビリテーションの発展です。これ
は、従来の医学は、怪我した人を治すというところまでで終わっていたのですが、それだ
と帰還兵は短期間で回復させて再度、戦地に投入できない、或いはもう一度、日常空間に
労働者として復帰させることができない、というので、リハビリテーションを行って健常
者と同じように動けるところまで医学がサポートすべきだという考えになったようです。
僕たちは今、リハビリテーションで怪我や病気になった人が回復してゆくプロセスを完全
に肯定的に捉えていますけど、もともとは戦争への動員と結びついたものとして発展して
います。そうした中で義足という道具は、歩行という目的に一義的に対応してデザインさ
れているわけです。難しいのは、誰かが足を怪我して失った時に、怪我の状況によって足
をどの長さで切断するかが違うという点で、だから断端が長い人もいれば、非常に短い人
もいます。基本的には保険医療で賄おうとするので、大量生産によって義足のコストをお
さえようとする。しかし、ひとりひとりの断端のサイズが違うということで、 苦肉の策と
して、太ももの断端を収めるソケットという部分はオーダーメイドで作るけれども、膝下
はチューブと呼ばれるパイプで作られていて、それをカットして長さを調節することにな
るわけです。この義足とリハビリによって、確かにその人は社会復帰できるわけですけど
も、これは「歩行」を一義的に目的とした一種の道具です。一方で生身の足は、もちろん
歩くためのものでもありますけど、人を魅了したり、子供が「お母さん」と言って抱きつ
いてきたり、物を持ち上げる時に踏ん張ったり、 布団を蹴飛ばしたり、……と、人間の身
体の一部として、非常に多義的なものなんですね。従って、一義的な歩行に特化した道具
としての義足は、そういった複雑な意味の束としての身体からは懸け離れている。美観に
おいても難があります。義足のユーザーは、身体の一部であるはずなのに、道具的に一義
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的で、しかも工業製品としての必然に則って作られてたその外観にストレスを感じていま
す。
それで、
『かたちだけの愛』では、普通の足よりももっと魅力的な義足を作ろうとするデ
ザイナーの物語を考えました。それは、義足という道具が歴史的背景として持っている、
人間を兵士として戦場に、或いは労働者として都市に返せばいいとする思想から解放して、
生身の足が持っている多義性へと開いてゆくということです。さもなくば、身体の各部位
だけでなく、一人の人間がそもそも備えている多義性までもが、義足の一義的な目的性に
矮小化されてしまうからです。つまり、義足の思想そのものを変えることであり、その際、
ハイデガーが言う「世界を構成する有意義性の指示関係の総体」の中で、用具的存在とし
ての義足がどのように位置づけられているのか、そして、その 指示関係の総体が基づく「主
旨」とはつまり、どのような思想なのかを考える、ということは、まったく政治的な課題
であるように思われました。
さて、時間がなくなってきたので、第二編の方をざっとお話しします。
今回、改めて『存在と時間』をじっくり読み返して、スティーブ・ジョブズの有名な逸
話のことを考えていました。ジョブズは、毎朝、鏡に向って、
「もし、今日が人生最後の日
だとするなら、自分は、今日これからしようとしている仕事をしたいと思うだろうか？」
と自問していたというんですね。当人が語っていた有名な逸話で、彼の名言集などには、
必ず収録されています。
僕にとって、この逸話が非常に印象的だったのは、2011 年にジョブズが亡くなり、この
言葉が話題になった時、僕の大学時代からの友人が、ツイッター上で、
「自分なら、今日が
人生最後の日だとしたら、仕事なんか放り出して家族や友人とのんびり静かに過ごしたい
と思うだろうなあ。」と呟いていたからなんです。
僕は、尤もなことだと笑って、リツイートしました。
このささやかな出来事が、未だに忘れられないのは、彼がその数ヶ月後に、自死してし
まったからなんです。僕との関係は、さほど深いものではなかったんですが、それでもツ
イッターではフォローし合ってましたし、時々、やりとりもしていたので、その唐突な死
には、大きな衝撃を受けました。まだ三十代半ばでした。
彼は、冗談半分でそのコメントを書いたんじゃなくて、自分がもうじき死ぬということ
を、非常に真剣に考えたんだと思います。で、本当にやりたい仕事をするというようなこ
とではなくて、家族と静かに過ごしたいと心から感じたんでしょう。実際には、彼は自室
で孤独な最後を迎えたのですが。そして、その前にしたことは、自分のソーシャルメディ
アのアカウントなどの消去です。ウェブ上に自分の社会的な存在が一切残らないようにし
て、自死しました。
ハイデガーは、こう言っています。

「先駆は現存在に世間的＝自己への自己喪失を暴露し、現存在を引き出して、第一義的には配慮
的待遇に支持を求めることなく自己自身として存在することの可能性へ臨ませるが、その自己と
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は、世間のもろもろの幻想から解かれた、情熱的な、事実的な、おのれ自身を確証させる、不安
にさらされている《死へ臨む自由》における自己なのである。」
（『存在と時間』細谷貞雄訳 、92 頁）

しかし、その死はまず一体、いつのことなのでしょうか？

ジョブズの言葉には、一種

のトリックがあります。僕の友人が、「今日が人生最後の日だとするなら」という言葉 を、
後に実行する自死と重ねて、文字通りに考えてみたのとは違って、ジョブズは、実際には、
．．．．
．．
「今日が人生最後の日」ではない 前提の下で、猶且つ、恰も「今日が人生最後の日」であ
．．．．．．
るかのような 反実仮想の効果に期待しているのです。
何が違うのでしょうか？

それは、可能なことの内容です。

僕たちは、今日、自分が本当に死ぬとなれば、実際には出来ることはほとんどありませ
ん。それこそ、愛する人と静かに過ごすことくらいでしょう。今携わっている大きなプロ
ジェクトを中止して、別のプロジェクトを立ち上げる、iPhone を発売する、Apple Watch を
作る、といったことは、所詮は、今日死ぬかも知れないという緊張感と共に、明日も明後
日も数ヶ月後も生き続ける人間にのみ可能な決断です。
実際に、ジョブズが余命数ヶ月と宣告された時には、医師は彼に、ただ身辺整理をする
ように、とだけ伝えています。
しかし、その身辺整理が「本来的な生」なのでしょうか？
実は、
『存在と時間』も、ジョブズと同じトリックを用いているのではないでしょうか？
ハイデガーは、現存在が「人はいつかはきっと死ぬ、しかし当分は、自分の番ではない」
と、死をひとごととして感じていることを批判しています。しかし、死に先駆し、覚悟し
た現存在が、
「本来的な生」を生きるためには、結局のところ、一定の時間的な余裕を想定
せざるを得ないのではないでしょうか？

つまり、
「人はいつかはきっと死ぬ、しかし当分

は、自分の番ではない」と思えなければ、何も出来ないはずです。少なくとも、 自分で何
をすべきかを決めて、プロジェクトを立ち上げる、ということは不可能でしょう。
『存在と時間』を幾ら読んでも、では、一体、
「本来的な生」に於いて何をすべきなのか、
ということはわかりません。それは、個々人に委ねられているのでしょうが、その分から
ない理由は、死までの時間の想定に関して、ハイデガーの思索に欠落があるからではない
でしょうか？

一体それは、今日のことなのか、五年後のことなのか。

実際には、
『存在と時間』では、個々人に委ねるというだけでなく、覚悟性の共同性につ
いても言及されています。
「覚悟せる現存在は、自ら選びとった存在可能の《主旨》にもとづいて、自己をおのれの世界へ
むかって明け渡す。おのれ自身の覚悟性こそ、共同存在するほかの人びとをひとごとでない彼ら
自身の存在可能において《存在》させ、この存在可能を率先的＝解放的な待遇において共同開示
するという可能性のなかへ、現存在をはじめて引き入れるものなのである。覚悟せる現存在は、
ほかの人びとの《良心》となることができる。」（同上、158-159 頁）

38

『存在と時間』と分人主義（平野啓一郎）
ⓒ Heidegger-Forum vol.16 2022

ハイデガーがどれほど誤解だと言おうと、この本が決断主義の書として読まれたことに
は理由があるでしょう。この「ほかの人びとの《良心》」となった「覚悟せる現存在」を、
後にヒトラーに重ねた読者がいたのも想像に難く ありません。
．．．．．
「頽落」として、日常性を屈辱的に批判されているかのように 感じ取った読者は、しか
し、先駆すべき死をいつのことと想定すべきかも分からず、従って自分に何が可能かを具
体的に考えることが出来ませんでした。そういう彼らに対して、ファシズムの無窮運動の
総動員体制は、いつでも準備なく飛び込むことが出来、しかも私的な「頽落」的日常と対
照的な、国家的な危難の克服という「目的」を据え、
「本来的な生」の受け皿として機能し
たのではないでしょうか。
もし、自分で何かをしようとするなら、そのプロジェクトが大きければ大きいほど、結
局誰かとの共同作業が必要になります。そして、その共同作業を維持していこうとすれば、
どうしたって非本来的な生とならざるを得ない。頽落は不可避でしょう。 コミュニティの
中でおしゃべりなんかしながら続けていくしかない。これは、コロナ禍の自宅蟄居生活で
痛感させられたことですし、僕が一頃、インターネットの おしゃべりに、ノルベルト・ボ
ルツの『グーテンベルク銀河系の終焉』を読んで、ハイデガー的な解釈の可能性を見出し
て興奮したことでもあります。
『存在と時間』を読んでいて僕がずっと気になっているのは、ここのところです。研究
者の皆さんが今その本来性と非本来性というようなことを、どういうふうに解釈されてい
るのかディスカッションの中でぜひ伺いたいと思っています。
先駆すべき死を、もしかなり遠いことだと想定すると、若い人にとっての覚悟性は、結
局、職業選択というような形で具体化せざるを得ないのではないでしょうか？

それは、

十代の頃に誰もが経験していることです。だけど、では、労働をしていない時の人間同士
のコミュニケーションはどうなるのか？

僕自身として、分人主義的に考えたのは、小説

家というのはもうひたすら人間の頽落を描き続けていて、人間の おしゃべりを作品化して
るような仕事ですから、やっぱりハイデガーのいってるほど人間は日常生活の中で何も考
えずに付和雷同してばかりいるわけでもないんじゃないかということです。トルストイの
『アンナ・カレーニナ』も谷崎潤一郎の『細雪』も、ひたすらおしゃべりばかりしてい ま
すが、個々の登場人物の考えることは複雑にして多様です。 何か大きな政治的なムーブメ
ントに巻き込まれそうになったときに、そこから距離を置いて、どういうふうに自分とし
て生きて行くのかを考えたときに、僕は本来性と非本来性という 二項対立的な発想ではな
くて、やっぱり人間が複数のことに分化して、それぞれに多重帰属していて、社会の一部
に巻き込まれている自分を、常に相対化して批判的に見ることができるということが重要
なのではないかと考えます。決して何かひとつの大きな権力構造の中に飲み込まれてしま
って自分を失うということにはならずに、「どこどこの会社に帰属している時にはこうい
う自分だけど、別な人と付き合ってる時はこうで」というようなことを自覚し、その分人
の構成と比率をコントロールする自由を維持する、ということが重要なのではないでしょ
うか。いくつもの自分を生きている中で、どれを本当の自分、どれを本当じゃない自分と
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いうふうに序列化せずに、全部本当だということを肯定していくことっていうのが 僕の分
人主義という考え方の根本です。
駆け足でお話しましたけども、
『存在と時間』は、ある意味では、自分の実存感覚の根底
にある、父が急逝し、その後、死というものがずっと自分の中にあって、……ということ
に非常にマッチして、またこの世界を分析する時に大きな道具を与えてくれたようなもの
でありつつ、自分の思想としては小説家としてやっぱり日常生活の中で生きてる人間の心
情なり思索なりをずっと細々描き続けていますので、反発もあるという非常にアンビバレ
ントな感情を抱いています。
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詩としての哲学
―ローティ、カント、ハイデガー―
冨田 恭彦 （京都大学）

Philosophy as Poetry
― Rorty, Kant, and Heidegger

Yasuhiko TOMIDA
When Rorty recommends “philosophy as poetry,” he bears in mind
“the refusal to accept the correspondence theory of truth and the idea that
true beliefs are accurate representations of reality” (“the heart of
pragmatism”) and “the thesis of the priority of imagination over reason—
the claim that reason can only follow paths that the imagination has broken”
(“the heart of romanticism”). The basic views that Kant offers in the
transcendental doctrine of elements of the Critique of Pure Reason are
seemingly diametrically opposed to Rorty’s. However, when we see his
arguments in the context of the Western philosophical tradition, we have
to admit that Kant just tried to absolutize or transhistoricize, in his own
peculiar manner, the basic principles and distinctions of the natural
sciences that he accepted. That is, his central arguments in the Critique of
Pure Reason are based on the basic views of natural science that he took for
granted, and it is obvious that he chose his pure concepts of the
understanding and the sorts of judgments in accordance with his basic
views on natural science. Thus, even Kant, eventually, made his
metaphysical consideration on the basis of certain hypothetical views of
natural science—some signiﬁcant results of our lightly dancing imagination.
The main purpose of this paper is to show this. In addition, in the last
section, I mention the later Heidegger and briefly show why I hesitate to
consider him to be a philosopher who practiced “philosophy as poetry.”
keywords: philosophy of poetry, Rorty, Kant, Critique of Pure Reason, Heidegger
キーワード：詩としての哲学、ローティ、カント、純粋理性批判、ハイデガー
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「詩としての哲学」（Philosophy as Poetry）は、アメリカの哲学者、リチャード・ローティ
の言葉である 1。ローティがそれによって言おうとしていることは、実に明快で ある。一つ
は、私たちの意思とは関わりなく定まったもの を、それ自体としてあるがままに把握しな
ければならないと考えるのはもうやめよう、そしてもう一つは、
「想像力は理性よりも優位
に立つ」2―「理性にできるのは想像力が切り開いた道をたどることだけである」3―と
いう主張を受け入れよう、というものである。ローティは、一つ目の考えをプラグマティ
ズムの核心と見、二つ目の考えをロマン主義の核心と見る 4。
私はここで、ローティの「詩としての哲学」の考えを 、縷々説明し検討しようというの
ではない。私がしようとしているのは、西洋近世哲学史の中で、とりわけ「詩としての哲
学」という哲学観とは対立する見解を顕著に示したと考えられる、
『純粋理性批判』におけ
るカントの議論の核心部分を取り上げ、彼もまた、
「仮説形成」という、想像力の際立った
働きに基づく科学的営みに依拠しながら、あたかもそうではないかのように振る舞った 一
人にすぎないことを、示すことである。
なお、
「詩としての哲学」と言えば、詩作（Dichten）を重視した、Sein und Zeit 以降のハイ
デガーが連想されるかもしれない。これについて、最後に若干触れることにする。

１．超越論的分析論のカント
カントは、私たちの知性（Verstand 5）には〈ものごとの捉え方〉が生まれながらに備わっ
ていると主張する 6。12 個の「純粋知性概念」もしくは「カテゴリー」である。カントはそ
れらのカテゴリーを、アリストテレス以来の伝統的論理学の判断の分類から引き出したか

これについては、2004 年にローティがバージニア大学で行った「ペイジ・バーバー講義」（PageBarbour Lectures）の記録である Richard Rorty, Philosophy as Poetry (Charlottesville and London: University of
Virginia Press, 2016)、および、冨田恭彦『詩としての哲学 ―ニーチェ・ハイデッガー・ローティ』、
講談社選書メチエ 722、2020 年を参照されたい。
2 Richard Rorty, “Pragmatism and Romanticism,” in idem, Philosophy as Cultural Politics: Philosophical Papers, Volume
4 (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), pp. 105–119 at p. 105. リチャード・ローティ「プラグマ
ティズムとロマン主義」、
『ローティ論集「紫の言葉たち」 ―今問われるアメリカの知性』、冨田
恭彦編訳、勁草書房、2018 年、170 頁。
3 Rorty, “Pragmatism and Romanticism,” ibid. ローティ「プラグマティズムとロマン主義」
、同頁。
4 Ibid.
5 従来この言葉は、とりわけカントの場合、
「悟性」と訳されることが多かった。しかし、私はこの
言葉の基となったラテン語の intellectus や英語の understanding との連関を明示する必要性から、
「知
性」という訳語を用いる。〈カントの場合には「悟性」と訳さなければならない理由がある〉と言
う人がごくたまにいるが、そのような理由を私は見いだすことができない。この件については、冨
田恭彦『カント入門講義 ―超越論的観念論のロジック』、筑摩書房、2017 年、157–158 頁を参照
されたい。
6 ただしそれは、カントによれば、
「胚芽」（Keim）もしくは「素質」（Anlage）としてである。しか
し、ロックの生得説批判を回避することをも意図する、カントのこの生物学的・発生学的見解は、
カントの基本構想を覆すような別の問題を惹起する。これについては、冨田恭彦『カント批判 ―
『純粋理性批判』の論理を問う』、勁草書房、2018 年、第 2 章「ロックの反生得説とカントの胚芽
生得説 ―カントが言うほどカントとロックは違うのか？」を参照されたい。
1
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のように言う 7。おもしろいことに、そのカテゴリーの多くは、かつてロックが、
〈心が「考
える」
（consider）〉とか、
〈心に「示唆される」
（suggested）〉とかいった言い方で、そのあり
方の特殊性を―すなわち、それらが、色や形と同じような仕方で感覚されるものではな
いことを―私たちに知らせたものであり 8、しかも、ヒュームが因果関係に限定して、そ
れを感覚することはできないと、ロックの見解のある部分を追認したことによって 9、カン
トは「独断のまどろみ」を覚まされることになった 10。カントはこうしたことから、カテゴ
リーの妥当性を明らかにするため「演繹」が必要 だと考え、またカテゴリーを適用するた
めの具体的条件として、
「超越論的図式」を示さなければならないと考えた。こうしてカン
トは、超越論的分析論の「概念の分析論」において、判断表からカテゴリーを導き出した
かのような議論を行うとともに、続けて「客観的演繹」と「主観的演繹」を行い、
「原則の
分析論」の始めのところで、カテゴリーの適用条件を示す「図式」 について論じる。そし
て、さらに彼は、
「原則の分析論」の主要部分で、カテゴリーを使用するための基本原則を
提示する。
「直観の公理」、
「知覚の予想」、
「経験の類推」、そして、
「経験的思考一般の公準」
である 11。
「直観の公理」をはじめとする諸原則は、カントに言わせれば、アプリオリな総合判断で
あって、しかも、形而上学の予備学としての「純粋理性の批判」に属すことから、それら
はアプリオリな総合判断の形而上学的実例ということになる。
カントのこうした論の運びは、原則のほうから逆に見ると、実にわかりやすい形をして
いる。カントは超越論的分析論で、私たちにとっての 認識の基本原理となるものを、アプ
リオリな総合判断として提示したかった。そして、それらの原理は、私たちが生まれなが
らに持っている〈ものごとの捉え方〉としての 12 個のカテゴリーに基づいているため、私
たちはそれらの原理をひたすらアプリオリに認めざるをえない と彼は言いたかった。しか
も、それらのカテゴリーは、アリストテレス以来変わることのない伝統的論理学の判断の
区分に基づいて確認される。したがって、件の諸原理は、カント自身の恣意的な見解を提
示したにすぎないものではなく、最終的には、伝統的論理学がその妥当性を保証してくれ
る、と言うのである。

これについては、冨田恭彦『カント哲学の奇妙な歪み ―『純粋理性批判』を読む』、岩波現代全
書 098、2017 年、104–105 頁を参照されたい。
8 これについては、Yasuhiko Tomida, Idea and Thing: The Deep Structure of Locke’s Theory of Knowledge , in A.-T.
Tymieniecka, ed., Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research , vol. 46 (Dordrecht, Boston, and
London: Kluwer, 1995), pp. 3–143 at pp. 16–18; Tomida, “Sensation and Conceptual Grasp in Locke,” Locke
Studies 4 (2004), pp. 59–87 (Tomida, Locke, Berkeley, Kant: From a Naturalistic Point of View , 2nd ed., revised and
enlarged [Hildesheim, Zürich, and New York: Georg Olms, 2015], pp. 64–88)を参照されたい。
9 これについては、冨田『カント批判』7 頁以下を参照されたい。
10 「独断のまどろみ」からの覚醒について、カントは、
『プロレゴーメナ』では、ヒュームとの関係
においてこれに言及しているが、1798 年のクリスティアン・ガルフェへの手紙の中では、「二律背
反」の問題によるとしている。これについては、冨田『カント批判』224 頁の第 1 章注（3）を参照
されたい。
11 カントは、こうした基本原則について、
「これらの原則は、カテゴリーの客観的使用の規則にほか
ならない」（Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, ed. Jens Timmermann, Philosophische Bibliothek 505 [Hamburg:
Felix Meiner, 1998], A 161/B 200, p. 258）と言う。
7
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２．カントの際立った恣意性
しかし、カントのそうした一連の議論は、極めて「恣意的」なものであった。理由を挙
げれば切りがないが、まず、カントが自身の判断表に掲げた「判断」の種類が、いかに伝
統的な「命題」の区分と異なっているかということがある。また、その判断の分類から彼
がカテゴリーを引き出すやり方は、しばしば、非常に強引な、妥当性を欠くものであった。
また、カテゴリーから原則を導出する際にも、カントはしばしば無理筋の議論を行ってい
る。
こうした事実は、カントが、あることを、ある意図を持って最初から自明のこととし、
それが歴史的な経緯から多くの人々が信奉するに至ったものでありながら、人間ならいつ
の時代にも受け入れなければならない真理である かのように論じようとした、ということ
を示している。
『純粋理性批判』の基本部分において、カントが非歴史的な真理として絶対
化しようとしたものは、
（１）復活した原子論的思考が基本とした、ロック流の言い方をす
れば「一次性質」と「二次性質」の区別、そして、
（２）カントが当然のこととして受け入
れた自然科学の基本原理、すなわち「質量保存の法則」、「慣性の法則」、「作用・反作用の
法則」であった。
（因みに、質量保存の法則が今日法則として認められていないことは、言
うまでもない。）そうだとすれば、カントの『純粋理性批判』の基礎となる議論は、歴史的
経緯を持つ自然科学のある考えを、不当に絶対化するためのものだったということになる。

３．「一次性質」と「二次性質」もしくは「外延量」と「内包量」
まずは、いわゆる「一次性質」と「二次性質」の区別についてのカントの扱いに、焦点
を合わせてみよう。カントが挙げた「量」と「質」のカテゴリーが、いかなる意図のもと
に引き出されているかは、それに対応するカテゴリーの使用原則を見ればよくわか る。今、
『純粋理性批判』のテクストとして第二版を取り上げ ると、
「単一性」、
「数多性」、
「総体性」
という「量のカテゴリー」に対応する原則である「直観の公理」は、次のように表現され
る。
すべての直観は、外延量である 12。

これに対して、
「実在性」、
「否定」、
「制限」という「質のカテゴリー」に対応する原則であ
る「知覚の予想」は、次のとおりである。
すべての現象において、実在的なものすなわち感覚の対象であるものは、内包量すなわちある度
合いを持つ 13。

12
13

Ibid., B 202, p. 260.
Ibid., B 207, p. 265.
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見られるように、「直観の公理」では「直観」という言葉が、「知覚の予想」では「感覚」
という言葉が使われている。このような文脈でカントが「直観」と「感覚」を使い分ける
とき、
「直観」は、私たちが感覚しているもののうち、形とか大きさとかいった、概して数
学的に扱えるもの、ロック流に言うと「一次性質の観念」のことである。これに対して、
「感覚の対象」と言われているものは、色や味や匂いや、感じられている熱さ・冷たさの
ようなもの、ロック流に言うと「二次性質の観念」のことである 14。
つまりカントは、形や大きさは、長さや面積や体積のような量―「外延量」―を持
つのに対して、色や味や、感じられている熱さ・冷たさなどは、その強度に違いがある ―
つまりそれらは「内包量すなわちある度合いを持つ」 ―と言うのである。
しばしば「外延量」、
「内包量」と訳されているカントのもとの言葉は、extensive Größe お
よび intensive Größe であるが、これらの量ないし大きさの区別は、もとよりカントが始め
たものではなく、アリストテレスが『カテゴリー論』の第 8 章で次のように述べたことに
由来する。
どのようかということは、より多くということと、より少なくということを、受け入れる。とい
うのも、あるものが他のものと比べてより多く、あるいはより少なく白いと語られ、また、ある
ものが他のものよりも多く正しいと語られるからである。また、同じものが〔そのあり方の〕増
大を受け取る 15。

つまり、アリストテレスは、自分が「量」に対して「質」としたものにも、多い少ないが
あるとしているのである。
ボエティウスは、『カテゴリー論』をギリシャ語からラテン語に訳すとき、今挙げた箇
所に出てくる「増大」と訳したギリシャ語 ἐπίδοσις を、intentio と訳した 16。これは、「引
き延ばす」、「拡大する」、「増大させる」を意味する動詞 intendo の名詞形の一つで、さ
因みに、現代では少なくとも専門家の間では、ロックの一次性質と二次性質の区別を、一次性質
は感覚されているもののうち形や大きさの類いで、二次性質は色や味の類いであるなどのように誤
解する人はいないが、物質を否定するバークリの誤った解説などに促されて、久しく、そうした誤
解が広がっていた。ロックの場合、一次性質は、心の中の「観念」と区別された外にある「物その
もの」（Things themselves）が、それ自体として持つ性質のことで、形や大きさなどがそれである。
そして、粗大な物の場合、私たちはそれに対応するものを知覚することができる。その知覚され て
いるほうの形や大きさは、
「一次性質の観念」である。また、色や味などは、物そのものが持つ「能
力」の一種である「二次性質」によって、人間の心の中に引き起こされた感覚的観念であり、した
がってそれらは、能力としての二次性質とは区別されて、「二次性質の観念」と呼ばれる。なお、
カントの「直観」と「感覚」の区別については、詳しくは、冨田『カント批判』139 頁以下を、ま
た 、 一 次 性 質 と 二 次 性 質 の 区 別 を カ ン ト が ど う 扱 っ た か に つ い て は 、 さ ら に 、 Yasuhiko Tomida,
“Locke’s ‘Things Themselves’ and Kant’s ‘Things in Themselves’: The Naturalistic Basis of Transcendental
Idealism,” in Sarah Hutton and Paul Schuurman, eds., Studies on Locke: Sources, Contemporaries, and Legacy,
International Archives of the History of Ideas 197 (Dordrecht: Springer, 2008), pp. 261–275 at p. 267 を参照
されたい。
15 Aristoteles, Categoriae, in Aristotelis categoriae et liber de interpretatione, ed. L. Minio-Paluello (Oxford: Oxford
University Press, 1949), 10b26–29, p. 31.
16 Liber Aristotelis de decem praedicamentis, trans. Boethius, in L. Minio-Paluello, ed., Aristoteles Latinus, I, 1–5,
Categoriae vel praedicamenta (Leiden: E. J. Brill, 1961), p. 28. ボエティウスは先の『カテゴリー論』からの
引用箇所を、次のようにラテン語に訳している。Suscipit autem qualitas magis et munus; album et enim
magis et minus alterum altero dicitur, et iustum alterum altero magis. Et idem ipsum sumit intentionem [...].
14
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まざまな意味を持つが、ここでは「増大」、「増強」の意味で使われてい る。
この intentio の形容詞形が intensivus (-a, -um)である。ヨーロッパでは中世以降、量を、
「広がりの量」ないし「広がりの大きさ」と、「強さの量」ないし「強さの大きさ」とに
分類する方式が広く行われるようになる。ラテン語では、前者は quantitas extensiva もしく
は magnitudo extensiva、後者は quantitas intensiva もしくは magnitudo intensiva などと呼ばれ
た 17。
つまり、quantitas extensiva は、これだけの長さがあるとかこれだけの面積を持つとかい
ったことであり、quantitas intensiva は、非常に白いとかわずかに白いとか、非常に熱いとか
わずかに熱いとか、そういったことを指すので ある。
この区別は、自然科学で重用され、カントの時代ならずとも、現代でも科学の基礎的区
別の一つとして、専門常識となっている。
「示量的特性」（extensive property）と「示強的特
性」（intensive property）、「示量変数」（extensive variable）と「示強変数」（intensive variable）
の区別として説明されているのがそれで 18、ボエティウス由来の intensive は、強さを示す
という意味で、「示強」とか「示強的」とかいった具合に訳されてい る。
こうした歴史的由来を持つ 2 種類の量の区別を、カント自身も極めて重要な区別と考え
る。しかし、カントはその区別を受け入れるだけでなく、その区別を私たちが生まれなが
らに持っている〈ものごとの捉え方〉としてのカテゴリーから必然的に出てくるもの とし、
しかもそのカテゴリーを、伝統的論理学の命題の区分から必然的に見て取 ることができる
とする。
「一次性質」と「二次性質」、
「外延量」と「内包量」、
「示量的特性」と「示強的特性」の
区別を、諸種の理由から重要な区別として受け入れること自体は、当然ありえてしかるべ
きことである。しかし、その区別をカントのように、命題ないし判断の区分から引き出さ
れるとし、歴史を超えて認めなければならない ものであるかのように言うことは、許され
ることではない。
なぜそれが許されることではないのか。それは、次の点を確認すれば、容易に知ること
ができる。

中 世 の 使 用 例 と し て は 、 例 え ば 、 Thomas Aquinas, Quaestiones disputatae de potentia Dei, in Tommaso
d’Aquino, Le questioni disputate, vol. 8, ed. Battista Mondin (Bologna: Edizioni Studio Domenicano, 2003),
Quaestio 1, Articulus 2, Responsio, p. 50; Johannes Duns Scotus, Quaestiones in librum quartum sententiarum, in
idem, Opera omnia, editio nova, vol. 20 (Paris: Ludovicum Vivès, 1894), Distinctio 44, Quaestio 1, Scholium, p.
179 を参照されたい。カントと同時代の使用例としては、カントと交流があり、懸賞論文で彼と競
ったモーゼス・メンデルスゾーンの『パイドンもしくは魂の不死性について』（初版は 1767 年）
の第三版（Phaedon oder üb er die Unsterblichkeit der Seele, 3. Auflage [1769]）に付された補遺（Anhang）の中
に、その一つを見ることができる。Moses Mendelssohn’s sämmtliche Werke: Ausgabe in einem Bande als Nationaldenkmal (Wien: Michael Schmidl’s sel. Witwe und Ignaz Klang, 1838), p. 102 参照。
18 一 例 を 挙 げ れ ば 、 Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, and Margaret B. Bailey,
Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 7th ed. (Hoboken, N. J.: Wiley, 2011), p. 9.
17
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４．「質のカテゴリー」の不条理な説明
ここで特に問題なのは、彼の「無限判断」の扱いである。
カントは、質の三つのカテゴリーである「実在性」、
「否定」、
「制限」の基盤を、
「判断の
質」としてまとめられた 3 種類の判断、
「肯定判断」、
「否定判断」、
「無限判断」に求めよう
とする。しかし、そもそもカントが「実在性」、「否定」、「制限」ということで言おうとし
ているのは、ある性質（例えば白さ）を 100 パーセント持つこと、その性質をまったく持
たないこと、その性質をある限られた度合いにおいて持つこと である 19。このような、ある
性質を持つ度合い（Grad）の違いを言う三つのカテゴリー、ということだけなら、私たち
はその意味するところを十分に理解することができる。ところが、カントは、この三つの
カテゴリーが、
「肯定判断」、
「否定判断」、
「無限判断」の違いに基づくかのように論を進め
る。
「無限判断」もまた、アリストテレスにまで遡る。アリストテレスは、命題の質にあたる
ものとして、肯定と否定しか挙げていない。ところが、彼が、
「人間でない」
（ οὐκ ἄνθρωπος ）
のような否定の入った「不確定な名前」
（ὄνομα ἀόριστον ）や、
「健康でない」
（οὐχ ὑγιαίνει ）
のような「不確定な動詞」（ἀόριστον ῥῆμα ）を含む言明を取り上げたことから 20、ボエティ
ウスは「不確定な名前」を nomen inﬁnitum、「不確定な動詞」を verbum inﬁnitum とラテン
語訳し 21、そうしたものを含む言明を enuntiatio inﬁnita と呼んで、これを論じた 22。なぜ「不
確定」かというと、例えば「人間でないもの」の場合、人間以外のものということはわか
るが、それが具体的に何であるかは示されてい ない。だから、不確定なのである。
ところが、カントが論理学の講義で教科書として使ったマイアーの『論理学綱要』では、
unendliches Urtheil、つまり「無限判断」という表現が、iudicium inﬁnitum というラテン語と
ともに、はっきりと出てくる 23。どうしてこのような取り違えが行われたかというと、それ
はおそらく、アルベルト・メネが言うように 24、クルージウスが『人間の認識の確実性と信
頼性への道』で、肯定概念はそれ自身が表すものを厳密に規定するのに対して、否定概念
カントが質のカテゴリーとして挙げている「実在性」、「否定」、「制限」の三つが、もともと
すでに、全面的にそうであるか、まったくそうでないか、ある程度そうであるかの区別であったこ
とは、今日ではもはや自明のことである。この点については、Anneliese Maier, Kants Qualitätskategorien,
Kantstudien-Ergänzungshefte 65 (Berlin: Metzner, 1930), pp. 37–38; Daniel Warren, Reality and Impenetrability in
Kant’s Philosophy of Nature (Abingdon and New York: Routledge, 2001), p. 21 を参照されたい。ウォレンは
次のように言う。「われわれは今や、質の第三のカテゴリーすなわち制限と他の二つ〔実在性およ
び否定〕との間の関係を、特徴づけることができる。伝統的な合理論的思考においては、制限とい
．．．
う概念は、実在性のある有限な 度合い、すなわち、可能な最大の度合いではない限りにおける実在
性のある度合いを意味していた。〔そして、〕こうした条件のない実在性は、この意味において、
無制限とみなされ、否定は単に実在性の欠如であった。」
20 Aristoteles, De interpretatione, in Aristotelis categoriae et liber de interpretatione, ed. L. Minio-Paluello, 16a29–32, p.
50; 16b11–15, p. 50 参照。
21 A. M. S. Boethius, In librum Aristotelis de interpretatione libri duo, in Manlii Severini Boetii opera omnia (Paris: J.-P. Migne, 1894),
vol. 2, pp. 341–342; idem, In librum Aristotelis de interpretatione libri sex, in Manlii Severini Boetii opera omnia, vol. 2, p. 424ff.
22 Boethius, In librum Aristotelis de interpretatione libri duo, pp. 341–342; idem, In librum Aristotelis de interpretatione
libri sex, pp. 520–521.
23 George Friedrich Meier, Auszug aus der Vernuftlehre (Halle: Johann Justinus Gebauer, 1752), § 294, pp. 81–82.
24 Albert Menne, “Die Kantische Urteilstafel im Lichte der Logikgeschichte und der modernen Logik,” Zeitschrift
für allgemeine Wissenschaftstheorie 20-2 (1989), pp. 317–324 at p. 319 参照。
19
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は無限に多くの対象を表すことができるという見解を提示した 25 ことに基づくと、私も考
えている。つまり、ラテン語の inﬁnitum が、unendlich と誤訳されることになったのである。
重要なのは、次の点である。カントが質のカテゴリーの三つ目として挙げている「制限」
は、ある性質をある限られた度合いにおいて持つことであった。ところがカントは、この、
ある意味ですこぶる単純な〈ものごとの捉え方〉を、
「無限判断」という種類の判断に基づ
くとし、その説明にあたって、
「魂は死すべきものではないものである」という命題を例に
取る。そして、この命題によって言われているのは、
「魂は、私が死すべきものをすべて取
り去るときに、あとに残る無限の数のものの一つである、ということにほかならない」26と
する。一般化すれば、「ＡはＢではないものである」という判断は、「Ａが、Ｂではない無
限の数のものの一つである」と言うものだ、というわけである。それはけっして、「Ａが、
ある制限された仕方でＢである」（言い換えれば、「Ａが、ある限られた「度合い」におい
てＢである」）ということを言おうとするものではない。ところが、カントが「無限判断」
から引き出したことにする「制限」というカテゴリーが言おうとしているのは、まさしく
後者のほうである。つまり、そこには、明確な論理のすり替えがある 27。
そもそもこの件に関するカントの議論の異常さは、
「判断の質」そのものについての彼の
扱いにある。かつてアプレイウスが、アリストテレスの「量」のカテゴリーと「質」のカ
テゴリーを命題にも当てはめ、
「肯定」と「否定」を命題の「質」
（qualitas）28としたとき、
それは、該当する諸命題が、量とは区別された質だけを扱うと考えてのことではまったく
ない。「それは 1 メートルの長さである」のような、量に関する命題であろうと、「それは
白い」のような、質に関する命題であろうと、肯定なら「肯定命題」、否定なら「否定命題」
というだけのことである。ところが、カントは、
「肯定」と「否定」に「無限」を加え、そ
れらの判断の型が表している私たちの〈ものごとの捉え方〉としてのカテゴリーを、ひた
すら「質」
（すなわち内包量）にのみ関わるものとして、強引に理解させようとする。カン
トのこうした議論に見られるのは、命題についてのカテゴリーである「質」 と、私たちが
内包量と見ている「質」との、極めて素朴な混同である。
だが、先に述べたように、カントのこうした強引なやり方は、私たちにあることを気づ
かせてくれる。それは、彼が、量のカテゴリーと質のカテゴリーを、極めて重要なものと
見なしていたということである。そして、彼は、アリストテレス以来の論理学を引き合い
に出しながら、それらのカテゴリーがニュートラルな仕方で引き出されたかのように言う
のだが、実際には、彼の言う量と質の区別の一群の扱いは、当時の自然科学の新たな潮流
においてクローズアップされていた（ロック流に言えば）
「一次性質」と「二次性質」の区

Christian August Crusius, Weg zur Gewißheit und Zuverläßigkeit der menschlichen Erkenntniß (Leipzig: Johann
Friedrich Gleditsch, 1747), § 122, pp. 212–213 参照。
26 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 72/B 97, pp. 149–150.
27 この件については、冨田『カント哲学の奇妙な歪み』119–131 頁、および、冨田『カント批判』
128–134 頁を、あわせて参照されたい。
28 この言葉は Apuleius, Peri hermeneias に見られる。Apuleius, Peri hermeneias, in Apulei Madaurensis Platonici opera omnia
quae extant (Frankfurt: Daniel Aubry, David Aubry und Clemens Schleich, 1621), pp. 29–30 参照。なお、Peri hermeneias
がアプレイウスの手になるかどうかについては、Ｇ.Ｆ.ヒルデブラント（Gustav Friedrich Hildebrand）が疑
問を投げかけて以来、研究者の間で論議がなされている。
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別を、人間の知性に非歴史的に備わった〈ものごとの捉え方〉として恒久化するための方
策だった。

５．自然科学の諸原理の絶対化
カントのこうした、自身が受け入れている科学の歴史的成果を非歴史化し絶対化しよう
とする遣り口がもっとひどい形で現れるのは、カテゴリーの三つ目のグループである「関
係のカテゴリー」と、それの基になっていると彼が主張する「判断の関係」に見られる判
断の三つの区分との関係づけにおいてである。
カントは「判断の関係」として「定言判断」と「仮言判断」と「選言判断」 の三つを挙
げている。そして、それらを基に引き出される「関係のカテゴリー」として、
「内属性と自
存性（実体と偶有性）」、「原因性と依存性（原因と結果）」、「相互性（作用するものと作用
を受けるものとの間の相互作用）」を挙げ、それら三つのカテゴリーの使用原則として、
「第
一の類推」、「第二の類推」、「第三の類推」を挙げる。
問題はまず、カントが「判断の関係」として、
「定言判断」と「仮言判断」と「選言判断」
を挙げたことである。伝統的論理学では、命題は大きく、
「定言命題」と「仮言命題」に分
け ら れ る 。「 定 言 命 題 」 と 訳 さ れ て い る の は 、 カ テ ゴ リ ー 的 な 命 題 と い う 表 現 （ 例 え ば
propositio categorica 29）であって、これは、いわば単純な「主語述語文」で ある。これに対
して、「仮言命題」（例えば propositio hypothetica）というのは、本来、多くの場合に、複数
の単純な主語述語文がさまざまな接続詞によって結合された 、複合命題の総称であった 30。
カントが「仮言判断」と言っているものは、命題に言い直せば、本来「条件命題」と呼ば
れるべきものであって、実際それは、ラテン語で、多くの場合に、propositio conditionalis と
呼ばれていた。そうした語法の問題はともかくとして、カントはなぜ、単純な主語述語文
が表す判断のほかに、複合命題が表す判断のうちから、
（彼の言う）
「仮言判断」と、
「選言
判断」だけを挙げたのか。私たちは、伝統的論理学で挙げられていた複合命題 の種類が、
もっと多かったことを知っている 31。とすれば、カントの判断の選択には、ここでもまた、
明確な恣意性がある。しかも、彼が「選言判断」としたものは、
「または」で繋がる複数の
ことが同時に成り立っていてよい非排他的選言判断ではなく、どれか 一つしか成り立たな
ここで「例えば」と言うのは、次注で言及するペトルス・ヒスパーヌスの著作の場合のように、
これを propositio cathegorica と綴る場合もあるからである。
30 これについては、例えば、13 世紀以来久しくヨーロッパで論理学の標準的教科書の一つとして使
われてきた、ペトルス・ヒスパーヌスの Tractatus もしくは Summule logicales の次の箇所を参照された
い。Peter of Spain (Petrus Hispanus Portugalensis), Tractatus (Summule logicales), ed. L. M. de Rijk (Assen: Van
Gorcum, 1972), § 16, pp. 8–9. 彼はそこで、“Propositionis ypotetice alia conditionalis, alia copulativa, alia
disiunctiva” (p. 9)と言い、propositio ypotetica として、条件命題、連言命題、選言命題の三つを挙げて
いる。
31 前注で言及したように、ヒスパーヌスは複合命題として条件命題、連言命題、選言命題の三つを
挙げているが、ウィリアム・オッカムの場合にはさらに多く、条件命題、連言命題、選言命題のほ
かに、理由命題（propositio causalis）と時間命題（propositio temporalis）を挙げている。William Ockham,
Summa logicae: Pars secunda et tertiae prima, ed. Philotheus Boehner, Franciscan Institute Publications 2 (St.
Bonaventure: The Franciscan Institute, 1954), Pars secunda, Capitulum 30, p. 314 参照。
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い排他的選言判断だった 32。
カントが、
「関係のカテゴリー」として挙げた三つのものは、彼が括弧の中で言い直して
いることからわかるように、
「実体と偶有性」、
「原因と結果」、
「相互作用」を言う。これら
三つのカテゴリーがそれぞれ「定言判断」、
「仮言判断」、
「（排他的）選言判断」から導出さ
れるとするカントの議論の問題性については、別の機会に 立ち入って論じたことがあり 33、
ここではそれを再説することはしない。問題はむしろ、そこまでしてカントが一体何をし
たかったのか。それが重要である。
ここで興味深いのが、カントがそれぞれのカテゴリーの使用原則として挙げた、
「第一の
類推」、「第二の類推」、「第三の類推」という三つの原則と、彼が深く信じた自然科学の諸
原理との関係である。「第一の類推」は、『純粋理性批判』第二版では次のようになってい
る。

現象のすべての変化に際して、実体は持続し、その量は自然の中では増えることも減ることもな
い 34。

これが当時の自然科学のある重要原理と極めて近い内容のものであることは、気づかれる
とおりである。実際カントは、1786 年の『自然科学の形而上学的基礎』において、
「力学の
第一法則」という、彼が純粋自然科学のアプリオリな総合判断と見なすものを 、次のよう
に表現していた。
力学の第一法則

物体的自然のすべての変化に際して、物質の量は全体として同一にとどまり、

増えることも減ることもない 35。

これはいわゆる「質量保存の法則」である。しかもカントは、この法則と、
『純粋理性批判』
で扱ったそれに対応する形而上学的原則（すなわち「第一の類推」）との関係を、次のよう
に明示している。

一般形而上学を基に、自然のすべての変化に際していずれの実体も生成消滅しないという命題〔原
理〕が基礎に置かれる。ここではただ、物質においては何が実体であるかが明確にされるにすぎ
私たちは、ヒスパーヌスやオッカムが、非排他的選言命題を扱っていたことを知っている。Peter
of Spain, Tractatus (Summule logicales), § 17, pp. 9–10 および Ockham, Summa logicae: Pars secunda et tertiae prima,
Pars secunda, Capitulum 33, pp. 316–317 参照。これに対して、カントが論理学講義の教科書として使
用していたマイアーの『論理学綱要』では、非排他的選言判断は認められない（Meier, Auszug aus der
Vernuftlehre, § 307, p. 86 参照）。1770 年代初頭と推定されているカントの論理学講義の記録ノート『ブ
ロンベルク論理学』によれば、マイヤーの『論理学綱要』第 307 節に関する部分で、カント自身、
排他 的 選言 判 断の み を選 言 判断 と する 立 場を 明 確に 示 して い る（ Logik Blomberg, in Kant’s gesammelte
Schriften [Berlin: Georg Reimer/Walter de Gruyter, 1900–], vol. 24-1, §§ 305–307, pp. 276–277）。
33 冨田『カント哲学の奇妙な歪み』第 5 章「自然科学なのに無理に形而上学のふりをして ―『純
粋理性批判』の背面の論理」、および、冨田『カント批判』第 5 章「判断とカテゴリーの恣意的な
扱い ―カントの隠れ自然主義」。
34 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 224, p. 280.
35 Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, in Kant’s gesammelte Schriften, vol. 4, p. 541.
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ない 36。

つまり、力学の第一法則は、
「第一の類推」で言われていたことを物質の量に関することと
して限定することにより成り立つものだ、とカントは言っているのである。つまり彼は、
自らが受け入れている質量保存の法則の基礎となる形而上学的原則を打ち立てるという意
図のもとに、
「実体と偶有性」というカテゴリーを強引に提出し（というのも、単なる「実
体と偶有性」の関係だけでは、そこから「質量保存の法則」は出てこないからだが）、しか
も、そのカテゴリーの基盤が「定言判断」にあるという、強引な議論を行っているのであ
る。
カントの超越論的分析論の議論が、実は彼が受け入れていた自然科学を 暗黙の基盤とし
て進められていたことは、彼が「第二の類推」を「力学の第二法則」すなわち「慣性の法
則」の基として、また「第三の類推」を、
「力学の第三法則」すなわち「作用・反作用の法
則」の基として扱っていたことを押さえることによって、疑いようのないものとなる 37。
つまり、カントは、自身が受け入れていた力学の三法則が、アプリオリに成り立つ真理
であることを明らかにしようとし、それらの基盤となる形而上学的原則を引き出すため、
三つの「関係のカテゴリー」を選び出し、さらにそれに合うよう、三つの種類の判断を選
んでいるのである。
カントが「外延量」と「内包量」の区別として受け取った考え方 は、原子論（ないし粒
子仮説）の一次性質と二次性質の区別と結合して、すでに重要なものとされていた。自身
もその区別を重要視したカントは、カテゴリー表の半分を占める「量のカテゴリー」と「質
のカテゴリー」についての議論によって、その区別と捉え方を、超歴史的な、絶対的なも
のにしようとした。さらにまた、
「関係のカテゴリー」は、力学の三法則をアプリオリなも
のにするという意図のもとに提示された。こうしたことを考えるなら、いかにカントの『純
粋理性批判』の基礎部分が、当時の自然科学を 基盤とした、逆転した形而上学の予備学で
あったかがわかる。しかも、科学が、しばしば仮説的思考として姿を現す人間の創造的営
みの典型であることを考えれば、カント自身、 彼が言うのとは反対に、まさしく、歴史的
に生成していく創造の営み―想像力の主導する営み―によって動かされていた存在で
あった。
カントについては以上である。

６．ハイデガーの場合
ところで、
「詩としての哲学」ということからすれば、ハイデガーに触れないわけにはい
かない。

Ibid.
この件の詳細については、冨田『カント哲学の奇妙な歪み』163 頁以下、および、冨田『カント批
判』162 頁以下を参照されたい。
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早くから詩に関心があったハイデガーは、1930 年代にドイツの詩人フリードリッヒ・ヘ
ルダーリンの詩の考察を精力的に進め、1934 年から 35 年にかけての冬学期に「ヘルダー
リンの讃歌「ゲルマーニエン」と「ライン」」と題した講義を行い、以後も積極的に詩に関
する考察を続けた。ハイデガーはそうした中で、
「詩作」と「思索」の密接な関わりを繰り
返し説くことになる。例えば 1936 年の「ヘルダーリンと詩作の本質」において、彼は次の
ように言う。
詩人〔詩作者〕は神々を命名し、すべての物をそれらの本質において命名する。この命名は、そ
れ以前にすでに知られているものにただ名前を与えるといったものではなく、詩人は本質的な言
葉を語るがゆえに、存在者〔あるもの〕はこの命名によってはじめて、その本質を担うものへと
．．．
任命される。このようにして、存在者は存在者として 知られるようになる。詩作とは、存在〔あ
る〕を言葉によって作り出すこと（Stiftung）である 38。

ハイデガーのこの言葉は、詩人が新たな言葉遣いをすることによって私たちに新たな世界
を開いてくれるという、言葉による世界の「創造」の捉え方と重なる内容を持 っている。
そしてさらに彼は、1936 年から 38 年にかけて書かれた『哲学への寄与』において、次の
ように言う。

存在を探求する者は、探求者としての力を最も特徴的な仕方で過剰に持っているという点におい
て、存在を「作り出す」詩人である 39。

ここに言う「存在を探求する者」は、
「思索者」にほかならない。つまり、ハイデガーによ
れば、思索者もまたある意味で詩人であり、「存在を「作り出す」」のである。
こうして、ハイデガーもまた、ローティ流の「詩としての哲学」に 与する者のように一
見見えるのだが、私は次のような理由から、ハイデガーをそうした哲学者の一人 と見るの
をためらっている。
というのも、ハイデガーの場合、
「存在」というものが、相変わらず、人間に「合図」す
るものとして、重要なファクターであり続けるからである。
「合図は古来神々の語る言葉で
ある」 40 というヘルダーリンの言葉と重ね合わせてよければ、そこには人間ではない なに
か大きなものが、想定され続けている。
私は、ハイデガーが Sein und Zeit 以降に変わって行くとき、彼が気にしたことの一つがフ
ッサールの彼に対する批判だったのではないかと思うことがある。フッサールは、1931 年
6 月に、「現象学と人間学」という講演をカント協会で行っているが、その講演の冒頭は、
次のようなものであった。
Martin Heidegger, “Hölderlin und das Wesen der Dichtung,” in idem, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung,
Gesamtausgabe 4 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1981), pp. 33–48 at p. 41.
39 Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie, Gesamtausgabe 65 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1989),
§ 4, p. 11.
40 Martin Heidegger, Hölderlins Hymnen “Germanien” und “Der Rhein”, Gesamtausgabe 39 (Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann, 1980), p. 32.
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ご存じのように、ドイツの若い世代の哲学者の間では、ここ 10 年、哲学的人間学に向かう傾向が
急速に増大しています。ヴィルヘルム・ディルタイの生の哲学、新たな形態の人間学が、今、強
い影響力を行使しています。いわゆる現象学運動も、新たな趨勢に捉えられています。哲学の真
の基礎は、人間のみに、しかも、人間の具体的・世界的現存在の本質学のうちに 、あるというの
です。人々はそこに、根源的な構成的現象学の不可避の改変を、それによって根源的構成的現象
学がはじめて本来の哲学的次元に到達するような改変を、見ています。
そのため、原理的な立場のまったくの逆転が行われます。超越論的なものとして完成される根
源的現象学は、どのようなものであれ人間の学のすべてに対して、哲学の根本化に関与すること
を拒み、それに関わるすべての試みを人間学主義ないし心理学主義と見てそれと戦うのに対して、
今日それとは正反対のことが通用しなければならない、つまり、現象学的哲学はまったく新 たに
人間の現存在から構築されなければならないというのです 41。

ハイデガーが、常にある種の絶対的他者と言っていいような「存在」との対峙の中で、
人として思索を行う―これはつまり、人間の思いとは関わりなく成り立っているものが
あり、自分はそれと関わっているのだという、かつてローティが『哲学と自然の鏡』の中
で批判した考えの、一つの形態ではないかと、私には思われる 42。
古くからそうなのだが、人間は、過酷な状況にあればあるほど、なにかにすがって楽に
なりたいと思う傾向がある。そしてまた、定まったものがあるという考えは、人類史的に
は、しばしば、ある人々の欲望や考え方を他人に押しつけるのに使われてきた。定まった
ものを具体的に説明しようとすれば、自分の考えを提示することになる 、ということから
すれば、私たちは結局、自分たちで考え、自分たちで工夫をして、ともに難局を乗り越え
るしかないのであろうが、ローティ的な「詩としての哲学」の考え方と背中合わせに、 な
にかにすがって楽になりたいという人間のあり方があるとすれば、私たちはそれをどうし
たらいいのか。
ここでは立ち入らないが、
「詩としての哲学」の考え方は、定まったもののことを言い立
てて人の心を縛ろうとする「忍従の文化」の土台を破壊する力を持ってい る。それを破壊
して、具体的に「希望の文化」をどうやって打ち立てていくか 43。そのことが、相変わらず
私たちに問われているのだと思う。

Edmund Husserl, “Phänomenologie und Anthropologie,” Philosophy and Phenomenological Research 2-1 (1941), pp.
1–14 at p. 1.
42 ローティ自身のハイデガー理解については、Richard Rorty, “Philosophy as Science, as Metaphor, and as
Politics,” in idem, Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers, Volume 2 (Cambridge: Cambridge University
Press, 1991), pp. 9–26（ローティ「科学としての哲学・メタファーとしての哲学・政治としての哲学」、
冨田恭彦訳、『思想』第 1106 号［2016 年第 6 号］、51–81 頁）、Rorty, “Wittgenstein, Heidegger, and the
Reiﬁcation of Language,” in idem, Essays on Heidegger and Others, pp. 50–65（ローティ「ヴィトゲンシュタ
イン・ハイデッガー・言語の物象化」、『ローティ論集』1–55 頁）等を参照されたい。
43 「忍従の文化」
（culture of resignation）と「希望の文化」
（culture of hope）に関するローティの見解
については、Richard Rorty, “Rationality and Cultural Difference,” in idem, Truth and Progress: Philosophical Papers,
Volume 3 (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), pp. 186–201 at p. 197 and p. 199（ローティ「合理
性と文化的差異」、『ローティ論集』79 頁および 82 頁）を参照されたい。
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「穴」の存在論を再検討するために
―ハイデガーとティム・オブライエンの視点から ―

鈴木 康則 （慶應義塾大学）

Re-examining the ontology of the hole from the
perspectives of Heidegger and Tim O’Brien
Yasunori SUZUKI
This article aims to introduce a new approach to the problem of the
metaphysics of the hole argument, wherein the difficulty consists in the
ontological status of the hole. To examine this question, we refer to the
arguments of the Thing in Heideggerian texts and the context of the hole
that Tim O’Brien’s protagonist is digging in his novel The Nuclear Age.
Heidegger phenomenologically analyzes things as vessels or bridges.
A vessel and a bridge need a vacancy and a boundary, respectively, which
are not real entities. Similarly, a hole does not exist as physical being, but
is the name for the quality of a vacancy or void. It can be treated as a
negative existence.
In The Nuclear Age, however, the hole is treated as a material
existence, and appears as an interlocutor. Here, the hole is not a mere
attribute; it can be cognized as an existence. The hole, which stands only
for a negative quality from a physical perspective, becomes, in fact, a
symbol for the intuition. By juxtaposing Tim O’Brien’s conceptualiza tion
of the hole with Heidegger’s arguments, we conclude that the intuitive
essence and the negative description of the hole, both, need to be
recognized as inevitable factors in the hole argument.

keywords: Heidegger, O’Brien, Metaphysics, Ontology, Hole
キーワード：ハイデガー、ティム・オブライエン、形而上学、存在論、穴
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はじめに
事物が感覚の対象であること、この点は一見自明であるように思われるが、本当にそう
だろうか。
「机」や「コップ」には触れることができ、もちろんそれらを視野に収めてその
形状を観察できる。しかし例えば現代形而上学で話題となった「穴」を例に考えてみると、
「穴」が感覚の対象なのかどうかは疑わしい。
「穴」に触れることはできるのだろうか。地
面や壁の「穴」に指を突っ込んだとしても、それは窪みであり、単なる空気でしかない。
「穴」を構成している地面に触れているとしても、それは結局「土」の感触でしかないの
だから、やはり「穴」それ自体に「触れる」ことはできていない。
「穴」がいかなる仕方で
存在するのか、言い換えれば「穴」の存在論的な身分は自明ではない。
ただし「穴」だけが特殊な存在論的領域を形成している、と主張したいわけではない。
「はさみ」の「持ち手」部分や「コップ」の「空洞」部など、事物は欠如的な部分を持っ
ているように思われる。
「事物」あるいは「物」が備えているような欠如的部分をどのよう
に扱うべきであろうか。この点についてはハイデガーによる「物」について の議論および、
作家ティム・オブライエンによる「穴」についての描写を手掛かりにしつつ、
「穴」の存在
論、ひいては事物一般の存在論的様相の射程について考察してみたい。

か

め

１． ハイデガーにおける「瓶 」と「物」
本稿が主題的に扱う「物」講演 1は、ハイデガーが 1950 年にミュンヘンで行ったもので
ある。加えて、翌年ダルムシュタットで行われた「建てること、住むこと、考えること」
という講演の内容にも必要な範囲内で言及する。ミュンヘン講演に先立って、ハイデガー
は 1949 年でのブレーメンでの連続講演においても「物」を主題としていたのであるが、内
容の異同 2についてはここでは立ち入らないことにする。
ではハイデガーの「物」講演の概略を辿っておこう。まずは「距離」の話から「近さ」
と「遠さ」が話題となる。ハイデガーによれば、「映画」や「ラジオ」のおかげで「遠く」
にあるものが「近く」にあるように思われることがあっても、それは「距離」が小さくな
っただけで「近さ」となるわけではない（GA 7 167/16-17）。
「距離」を縮めることでは「近
さ」が生じないとするなら、「近さ」とは何なのか、とハイデガーは問う （GA 7 167/17）。
このように問いに付された「近さ」は、「物」との関連から探求される。「物」の例とし
かめ

てまず挙げられるのが「瓶（Krug）」である。なぜ「瓶」が例として提出されているのかに
ついて、ハイデガーは特に説明をしていない。またハイデガーの「技術」論を主題とする
研究の多くは、
「物」講演の最初になぜ「瓶」が登場するのかという点について、その理由
を考察していないように思われる。この点については後ほど立ち入ることにしよう。
「物」講演および「建てること、住むこと、考えること」については、ハイデガー全集版の頁数と
『技術とは何だろうか 三つの講演』での頁数を記しておく。
2 この異同については、稲田および『技術とは何だろうか』に含まれる森一郎による「編訳者まえが
き」を参照。
1
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ハイデガーによれば、
「瓶」が「物」と呼ばれるのは「容器（Gefäß）」として機能してい
るからであって、「瓶」の「空洞（Leere）」あるいは「無」の部分が「瓶の本体」というこ
とになる。
「本来的に納めるはたらきをする部分が、瓶の空洞に存しているとすれば、ろく
ろ台をまわして壁面と底面を形づくる陶工は、ほんとうは瓶を製造していないことになり
ます。陶工は、粘土の形を作っているだけです。いや、そうではなく ―空洞の形を作っ
ている、というべきです」（GA 7 171/24）。
この「空洞」に水やワインを注ぎ入れる場合、科学的知識の観点からすれば「空気」が
「液体」に置き換わるということになる（GA 7 171/25）。このような科学的知識が「物」
の把握にとって充分なのかどうかが問題となり、
「原子爆弾」についても言及されつつ、
「空
洞の本質」が「捧げる」点にある、と論じられる （GA 7 173/30）。ハイデガーのいわゆる
「四方界」 3が語られた後、thing や res 等の語源的探求が提示され（GA 7 176-177/34-38）、
「私たち」が「物」に呼びかけられており、その「近さ」にあるとされる（GA 7 182/48）。
「物」講演において着目されるのは「瓶」 4である。だがなぜ「瓶」が話題となるのか。
「瓶」でなくてはいけない理由があるのかどうか、少し立ち止まって考えてみたい。
ハイデガーが論じる「物」に注目する場合、それがどのような文脈において主題化され
ているのかについて、ここでは便宜的に三つのグループに分けることができるだろう。
第一に、
「物」が備えている物体的形状および具体的な用途などに対して注意が払われな
いグループ。これは『存在と時間』で記述される様々な「物」が該当する。
「道具」は「～
のために」存在し、
「机」や「窓」、
「部屋」等、他の「道具」との「連関」の内 にあるとい
う指摘の際に言及される例が含まれる（SuZ 68）5。こうした例においては、
「机」や「窓」
の形状が記述されるわけではない。「手許的存在性（Zuhandenheit）」 6 の例として挙げられ
る「ハンマー」も、その形に注意が向けられるわけではなく、また「釘を打つ」という具
体的な用途が特権的事例として扱われているわけではない （SuZ 69）。
「道具」としての記述以外にも、「イデア」との関連で「机」等が語られたり （GA 6-1
153/150）、
「ピュシス」の議論における例として「机」が登場する例（GA 9 251/309）、デュ
ナミス／エネルゲイアとの関連で言及される例（GA9 284-285/357-358）、「存在」と「存在
者」の違いを考える際に言及される「チョーク」（GA 40 32-33/34-35）等、様々な「物」に
言及されつつも、その形状等が記述されない事例が多くあることが確認できる。
第二のグループは、
「芸術作品」との関連において「物」の具体的形状が詳細に記述され
るケースである。ここには「芸術作品の根源」で論究される「靴」が含まれる。
「芸術作品
の根源」ではまず「物」が主題化され、
「瓶は物であり、路傍の井戸も物である」
（GA 5/11）
と論じられるが、「瓶」が具体的に論じられるというわけではなく、「道具」について言及
された後に、ゴッホの描いた「靴」の具体的形状が記述される。
「四方界」については『ハイデガー事典』349 頁参照。
なお管見の限りでは、「瓶」という語は『存在と時間』には登場していない。
5 1923 年の講義『事実性の解釈学』において既に「机」という例をもとに、
「日常的世界」の誤った
記述、そして適切な観点としての「手許的存在性」が語られていた。この講義の末尾部分では「鋤」
や「家」と並んで「瓶（Krug）」が挙げられているが、
「瓶」の特徴等についてのより詳細な記述は
なされていない。
6 「手許的存在性」という訳語については『ハイデガー事典』に従った。同書 398 頁参照。
3
4
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第三のグループは「物」がその具体的形状等について記述され、人間と当の事物との「近
さ」が問題となるケースであり、「物」講演をはじめ、「ブレーメン講演」、『ハイデッガー
全集 77

野の道での会話』や、
「建てること、住むこと、考えること」もこのグループにま

とめて良いだろう。本稿が着目するのはこの第三のグループにおける「物」の記述 である
が、上記のグループ分けはあくまで便宜的なもので、網羅的でないということに加え、厳
密にその分け方が適切かどうかはここでは立ち入ることができない。たとえば「技術とは
何だろうか」における「銀」は「皿」の材料として論じられ（GA 7 10/102）、「供儀」のた
めに用いられるとされるのだが、
「銀」を第一・第三のどちらのグループに数え入れるべき
かは一考の余地があるように思われる。
第一のグループにおいて、
「道具」としての「指示連関」を持つとされる諸事物が話題と
なるのだが、ハイデガーはこの議論に依拠し続けるのでは なく、なぜ第二、第三のグルー
プへの記述に移行したのかを検討する必要がある。
本稿が主題的に扱う「物」講演からすれば、
「物」は「道具」として記述されるのではな
いことが確認できる。また「道具」という語は「ブレーメン講演」
（GA 79 28/37）や「技術
とは何だろうか」
（GA 7/97）に登場しているとはいえ、
「指示連関」や「全体性」と関連づ
けられることはなく、『存在と時間』での記述の仕方と全く異なる。「手許的存在性」およ
び「事物的存在性（Vorhandenheit）」という『存在と時間』での対比からすれば、
「物」講演
は「手許的存在性」から「事物的存在性」へと記述の比重を移したように見えるかもしれ
ない 7。ただし本稿はこのような観点を採用しない。ハイデガーは『存在と時間』において
「事物的存在性」を「手許的存在性」の「欠如」態として記述していたのだが （SuZ 73）、
門脇は「事物的存在性」は「適所性（Bewandtnis）の抹消」あるいは「コンテクスト性の無
効化」8と結びついている点を重要視する解釈を提示していた（門脇 171-173）。筆者の理解
では、
「適所性」と「道具」という観点で「物」を理解することは、当の「物」が持つ個別
の形状・機能に関心を持たない 9。門脇の解釈に従うなら、『存在と時間』でのハイデガー
は「適所性」という視点のみで「物」を記述していたわけではない。本稿では門脇の解釈
を手掛かりに、
「適所性の抹消」がただちに「事物的存在性」を重視することとは別である、
と考えておきたい。というのも「それ自体」という表現が「物」講演に見出されるが（GA
ハイデガーが「手許的存在性」についての記述から、後に別の仕方での考察を始める点について、
荒畑は以下のように述べている。「有意味なものの総体としての世界は、いずれ後年のハイデガー
がみずから認めることとなるように、手許的存在者間の差し向け連関だけからは構成できないし、
またいずれにせよ、多くの論者が指摘しているように、彼が「眼前性（Vorhandenheit）」と呼ぶ存在
カテゴリー― 伝統的には客観性ないし対象性と呼ばれてきたもの ―が派生的でしかないかの
ように考えることは、やはり無理なのである」（荒畑 155 頁）。
8 門脇の用いる「コンテクスト性」という表現には若干の問題が生じることを指摘しておきたい。
「物」講演において「瓶」は「それ自身」で「立つ」のであるが、それはあくまで「道具」の「指
示連関」としての「コンテクスト」が「無効化」されるというだけで、たとえば「瓶」は「捧げる」
ことにおいて「四方界」との「コンテクスト」が保持されるとも記述できるからである。「コンテ
クスト」と表現するよりも、
「道具的支持連関」が「無効化」あるいは「抹消」される、と記してお
く方が誤解はより少ないと思われる。
9 「関心を持たない」という点について、ハイデガー研究の文脈では「無差別相（Indifferenz）
」
（『ハ
イデガー事典』428 頁参照）と関連する。須藤はこの「無差別相」が「本来性」
「非本来性」といか
なる関係にあるのかという鋭い問題提起を行っており（須藤 11）、Indifferenz にどのような訳を与
えるべきかという点を深く掘り下げる点において、気づかせてくれる点が多かった。
7
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7 168/19）、ハイデガーは「事物的存在性」としてその記述を採用しているわけではないか
らである。ハイデガーの「物」講演における「それ自体」としての「物」というのは、あ
くまで「大地」から「制作」によって立てられるという主旨であって、そのような記述は
『存在と時間』で論じられていた「事物的存在性」の内実にはそぐわないと思われる。
「物」講演で着目される「瓶」は、さしあたり「事物的存在性」としてではなく、
「物理
学」などの「科学的知識」の観点から考察されている（GA 7 171-172/25-26）。この観点によ
れば、「瓶」の内部は「空洞」ということになり、「陶工」は「空洞」を「制作」する、と
いう不可解な記述が生じてしまう（GA 7 171/24）。こうした記述の不十分さについて、ハ
イデガーは「瓶の空洞」の「本質」がいまだ「熟考」されていない旨を述べ（GA 7 173/28）、
その後で「捧げる」ことや「四方界」への議論に移行する。
「物」講演での「瓶」に着目した森は、上記のハイデガーの記述を「空洞の現象学」と
見なす解釈を提示している（森 66）。「空洞」は「瓶」にとって「納める」ことと「注ぐ」
ことのために必要であり、
「空洞」の「本質」は「捧げる」ことに存するとされる。ハイデ
ガーは「現象学」という語をこの箇所で用いてはいないが、
「瓶」の具体的形状の分析から
出発する点は確かに「現象学」的分析と呼びうるだろう。ハイデガーは「瓶」が「捧げる」
ことを発揮する点において、「物」という語と結び付けている。「納める」ことと「注ぐ」
ことは「瓶」に固有な事象であると思われるが、「物」は一般的な名称である。「瓶」につ
いての記述が「物」一般にも当て嵌まると考えて良いのかは自明ではない。次節ではこの
点について考察しよう。

２． 「空洞」と「境界」の現象学
―セーレン・リースの解釈から見えてくるもの
「物」講演における「空洞」
（あるいは「空洞の現象学」）は、
「物」を論じる際にどのよ
うな位置づけを与えられているのか。「四方界」が重要であって、「空洞」は必ずしも必要
のない論点なのだろうか。いかなる「物」も「空洞」を持つとするなら、
「空洞」を論じる
ことは「物」一般についての理解に資するところがあるはずだが、ハイデガーは「空洞」
がいかなる「物」にも存するとまでは語っていない。
「物」講演での議論に従うなら、
「瓶」
は「四方界」
（「大地」
「天空」
「神的な者たち」
「死すべき者たち」）と関連し、
「供儀」や「捧
げること」という意義を担わされている。この点について、ハイデガーの技術論を扱っ た
セーレン・リースの議論を手掛かりに、「瓶」についての意義を考えてみたい。
リースはハイデガーの技術論における「瓶」を重要視するのだが、それは「瓶」が「空
洞」を持つという議論に着目するからではなく、
「神」的なものと関連する「供儀」という
性質を持つ点に重きを置くからである。ハイデガーによる論考「芸術作品の根源」の冒頭
では「物」が論じられ、
「芸術作品」および「神殿作品」が語られるという議論の流れを踏
まえ、リースは次のように述べている。「〔瓶のような〕備品は芸術作品と同様に、制作者
の意図から切り離されうるのであって……それは芸術作品の一つとして見なされうるし、
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思考されうるのである」（Riis 133）。
リースは「芸術作品」と「備品（equipment）」を同一視する。リースが両者の同一性を
主張するに至るのは、
「神」が「瓶」および「芸術作品」と関連することを強く読み込む点
にあると思われる。リース曰く、
「ハイデガーが神殿について理解していることにとって重
要なのは、神殿自体が神的なものなのではなく、むしろ「神殿を通じて、神が神殿の内に
現前すること」（GA 5 27/38）である。供儀の瓶と同様に、神殿は神が現前するため の一種
の装置として、すなわち神の一つの備品として叙述されうる」（Riis 134）。
ここでリースの解釈を取り上げたのは、「瓶」が登場する議論のポイントとして、「四方
界」あるいは「供儀」の要素を読み込み過ぎると、リースのように「瓶」そのものの位置
づけが不要になる危険性が生じる、ということを確認せんがためである。リースは「ハイ
デガーの理解においては、備品と芸術作品の違いは偶然的である」
（Riis 137）との解釈を提
示する。リースにとっては「空洞の現象学」は「物」についての理解に必須ではない。
ハイデガーの技術論を論じる森は、ハイデガーが「捧げること」に言及する地点におい
て、
「現象学的記述の転換点」が生じていることを指摘している（森 68）。
「空洞の現象学」
で始まる議論が、突如「天空と大地の婚礼」などの記述へと移行することによって、
「面食
らう読者も多い」ことも森は注記している（森 68）。この「記述の転換点」は「瓶」の議
論にとってどの程度必要なのか、そして「記述の転換」に先立つ「空洞の現象学」は「物」
の議論にとって必要なのかどうか、検討せねばならない。
リースの立場のように「空洞の現象学」を重要視しない解釈は可 能かもしれない。ただ
し「空洞の現象学」は「物」一般の議論に欠かすべきではない。なぜそう主張したいかと
いえば、「建てること、住むこと、考えること」で扱われる「橋」についても、「空洞」と
いう語は登場していないにもかかわらず、
「瓶」と同じような「空虚」無しには「橋」は「橋」
たりえない、と思われるからである。
講演「建てること、住むこと、考えること」において、ハイデガーは「四方界」に言及
したうえで、「住むこと」と「物」との関係を重要視する。「物たちのもとでの滞在こそ、
四方界における四重の仕方での滞在がその都度統一的 に成し遂げられる、唯一のあり方に
ほかならないのです」
（GA 7 153/73）。この「物」の例として挙げられるのが「橋」である。
ハイデガーは「両岸」がまずあって「橋」が架かるというのではなく、むしろ「橋」によ
って「両岸」が出現すると述べて、さらに「橋」や「川」の風景を論じる（GA 7 154/74-75）。
「橋」が「両岸」を生み出す点、そしてその美的外観を論じる点は、実はジンメルがその
エッセイ「橋と扉」で論じていたことでもあった 10。だがジンメルとは違い、ハイデガーは

「……橋は私たちの意志の領分が空間を超えて拡大していく姿の象徴となる。川の両岸が離れて
いるだけではなく、「分離されている」と感じるのは私たちに特有のことだ。もし私たちが、私た
ちの目的思考や必要性や空想力のなかで両岸をあらかじめ結びつけていなかったとしたら、この分
離概念はそもそも意味をもたないだろう」
（Simmel 56/92）。
「きわめて一般的に言えば、風景のなか
の橋はひとつの「絵画的」要素として感じられる。というのも、橋によって自然的所与の偶然性が、
完全に精神的な性格のものとはいえ、ひとつの統一性へと高められるからだ」（Simmel 57/94）。本
稿の見るところでは、ハイデガーの「橋」論とジンメルの思考との共通性は見て取れるのだが 、管
見の限りではハイデガーがジンメルのエッセイに肯定的に言及している箇所は見出せなかった。ハ
イデガーによるジンメル評については『ハイデガー事典』476-477 頁参照。
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「橋」が「物」としての「取り集め」を行う点（GA 7 154/75）、そして「橋」それ自体が
「空間」を「空け渡す」点を論じている（GA 7 156/78）。
この場面において「橋」が「空間」を持つとされる論点が本稿にとっては重要であるが、
もう一点、「境界」の重要性に言及される点も見逃せない。「境界とは、そこから何かがそ
の本質を発揮し始める起点なのです」（GA 7 156/79）とハイデガーは語っている。「橋」と
「境界」の次に「建物」および「家」へと議論が移行するのだが、まず「橋」は「間の空
間」とも呼ばれる（GA 7 157/80）。ハイデガーの議論に即した言い方をするなら、森が整
理するように、
「橋」は物質として「建てられ」ることによって「四方界」に「宿り場」を
提供し、そこにおいて「空間」が「取り集め」（「空間」は「橋という種類の物によって、
取り集められるのです」（GA 7 156/79））られる、ということになるだろう。
「橋」の議論においては「境界」と「間の空間」に言及されているのだが、この論点は
「物」講演での「瓶」にも当て嵌めて考えることができるのではないか 11。ハイデガーによ
る「物」を主題化する際に、「瓶」「橋」「家」 12だけが「物」とされるわけではなく、その
講演の末尾では道端の様々な事物も「物」と呼ばれていた。「四方界」との関連において、
「物」は「物」となることが論じられていた。
「物」には「四方界」が集約しているという
ハイデガーの表現をどのように解するべきかについては難しい問題が残るとしても、物理
的・物質的な側面から記述された「空洞」という様相だけでは「物」の理解として不十分
なものであるという点は確認できるだろう。この不十分さについて、次節では現代形而上
学の「穴」をめぐる問題と併せて検討してみよう。

３． 現代形而上学における「穴」の問題
「穴」をめぐる問題を扱った加地は、その著作『穴と境界』において、
「穴」が「空洞」
であり、かつ人間の生に欠かせないという論点を提示している。「部屋は通常、「家屋」と
いうより大きな空洞の一部分である。その家屋が位置する私たちの居住地域も、原始的野
生の荒野の中に開けられた一種の穴であるといえるかもしれない。生物が生を安全に確保
するためには、多かれ少なかれ何らかの囲い込みを行わなければならないとすれば、
「 環境」
というものは、本質的にすべて「穴」的な構造を持たざるを得ないだろう」
（加地 33）。だ
ここでの筆者の立場は、ハイデガーによる「瓶」や「橋」の記述が単に該当の対象のみに当て嵌
まるというわけではなく、「物」一般を見据えている可能性を持つと解釈するものである。筆者に
よるこの解釈は、門脇が『理由の空間の現象学』において、「可能性の先行的制約という存在論的
ア・プリオリ」を「事物的存在者」との関連で考察し（門脇 168）、同時に「存在論的ア・プリオリ」
を「改訂」する「思考の動き」をも見据えるという視点に（門脇 176）、多くを負っている。門脇の
視点は、クリチリーのように「事物的存在者」の位置づけを重要視しない解釈（クリチリーは「自
然的態度は……眼前的な態度をもって」、経験を「非現象学的に歪曲すること」
（クリチリー 42/65）
と述べている）に比して、「物」講演理解にも役立つ視点を提供している、と見なしうるだろう。
12 「家」も「橋」と同様に、
「空虚」が無ければ「家」たりえない。ただしハイデガーは「橋」とは
違い、「家」が「住まう」ものであることに着目する。この点について河野は『境界の現象学』の
第七章において、ハイデガーの「家」論についてフェミニズム の観点のみならず、「ヘスティア」
および「ウィルダネス」という視点からの興味深い考察を行っている。
「ヘスティア」については、
小田切が河野のハイデガー論に寄せた論評も参考になる（小田切 16-18）。
11
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が「穴」が至る所に「存在」するように見えるとしても、
「穴」は実は「空洞」であるから、
「穴」の「存在」が問題になってしまう、というのが加地による整理である。
「穴を穴たら
しめる一つの本質的要件は、そこに何もないということである。穴は無によって存在する、
という逆説的構造がそこにはある。また、穴が存在するとすれば、それは時空間の中に存
在する以上、
「具体的な対象」であるはずである。しかし、それは「物理的な対象」すなわ
ち「物体」であると言えるだろうか？

むしろ物体の欠如によってこそ穴たり得るのだと

すれば、やはり物体とは言えないのではないか。もしも言えないとすれば、穴の存在を承
認することは、「非物理的な具体的対象」の存在を承認することになる」（加地 34-35）。
「穴」の問題にアプローチするに際し、加地は「考え方次第」
「どちらでもよい」という
ような態度を採用しない。「どこまでも考え方次第ということはあり得ない……考え方の
幅には常に限度がある。その限度は、他の事柄に関する諸々の考え方との整合性によって、
そして何よりも実在によって、制限される。したがって、考え方次第という答えを与える
者は、どの程度まで考え方次第なのか、ということを明示する義務がある」
（加地 46-47）。
「穴」の「存在」を検討する際に、加地は先行研究から幾つもの論点を引き出しつつ興
味深い議論を続ける。
「タイヤ」や「ペーパー・ロール」等の「具体的個体」
（加地 42）で
あれば、質量を持った物質部分は「移動」や「回転」が可能である。だがその場合、物体
に付属しているように思われる「穴」も、同様に「移動」や「回転」が可能なのだろうか。
例えば「穴」は「移動」し、かつ「回転」するという立場を採用する説としては、ルイ
ス夫妻は「内壁（hole-lining）」 13説を主張する。「穴」を「穴」たらしめているのは、「穴」
を支えるように見える「内壁」に他ならないとする考え方である。この説によれば、「穴」
は存在しているのではなく、存在しているのは「穴」を構成する「内壁」や「表面」であ
る、と整理できよう。この説に従うなら、
「穴」は「回転」するし、かつ「移動」も可能で
ある。だが筆者の見るところ、
「穴」が「移動」や「回転」をしているのではなく、単に「内
壁」が「移動」「回転」しているだけで、「内壁」説は「穴」を記述していない。
加地は「内壁」説以外にも、
「否定的部分説」
（ホフマンとリチャーズ、加地 58）、
「欠如
体説」
（ホフマンとローゼンクランツ、加地 66）、
「依存的非物質体説」
（カサティとヴァル
ツィ、加地 76）を検討し、自らの立場を「依存的形相体説」（加地 85）としている 14。加
地によればこの説による「穴」は、
「移動はできても回転はできない対象」
（加地 90）とし
て扱われる。「移動」が可能となるゆえんは、「穴」の「外的境界」が移動できるからであ
る。
「回転」ができないのは、
「回転」は「穴」の形状を変化させるとしても、
「回転」はそ
の物体としての「ホスト」が「回転」しているのであって、
「穴」が「回転」するわけでは
ない、と考えられるからである 15。
これらの事例については柏端が明快かつ有益な整理を提供してくれているのだが、ここ
「内壁」という訳語は柏端によるものであり、加地は「穴回り」と訳している。
加地による整理以外にも「穴」を論じる立場はあるだろうが、ここでは立ち入ることはできない。
たとえば Wake らは音楽などの録音に用いられる CD を例に、
「 穴」を「時空域（regions of spacetime）」
と見なす解釈を提示している。「穴」を「力能」等の観点から考察するより新しい議論については
（加地 2017）参照。
15 『ワードマップ
現代形而上学』では、
「穴」の例として「ドーナツの穴」および「地軸」が挙げ
られている。同書 257 頁参照。
13
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では本稿の観点から加地の立場について評価してみよう。
「瓶」は「空洞」を持つのである
から、加地が論じるような「穴」と同じような身分を持つ存在者である、と考えられよう。
「瓶」を回し、移動させる際に、その「空洞」は「回転」し、
「移動」しているのだろうか。
加地は「穴」が「動く」ことに疑念を挟まない。
「穴はもちろんできごとではないし、空
間領域とも異なる。なぜなら、穴は動くことができるからである。私が動けば私の鼻の穴
も動く。ピンポン球が投げられればその中の空洞も動く。しかし、最初に私の鼻の穴や球
の空洞が位置した空間領域そのものが動くことはない」（加地 42）。
ハイデガーの議論において、
「瓶」の中の「空洞」を理解することは、当の「瓶」を把握
するには「不十分」な記述とされていたことがここで重要になる。加地の言う「鼻の穴」
や「ピンポン球」においてはその「空洞」的部分は確かに「移動」可能であるようにも見
える。だが「橋」の事例ではどうだろうか。
「橋」はその物質的部分の上を人や車が通行す
ることで「橋」たりえるのであって、
「橋」はいわばその上に「空虚」を持っているはずで
ある。たとえば奥多摩湖の麦山の浮橋のように、
「橋」自体が若干の「移動」が可能である
場合、「橋」が持つとされる「空虚」は「橋」と同時に「移動」するわけではないだろう。
ここでの議論のポイントは、「瓶」の中を「空虚」や「穴」（の一種）として扱う観点は、
対象の記述としては不十分になる、という点である。
では「穴」や「空洞」
「空虚」といった対象にどのように向き合うべきなのか。ハイデガ
ーが論じる「物」について、高屋敷は「物」には「振る舞い」が見出せるという興味深い
論点を提出している（高屋敷 6-7）。高屋敷は「物」（ここでは「恵みの樹」）が「世界」を
担う点と、
「四方界」への指示が行われている点に言及している。ハイデガーは『言葉への
途上』において、「物」が「言葉」によって、「純粋に事物としてあることによって輝く」
（GA 12 25/26）と述べていた。「世界と事物の親しさを生じさせるような根源的な呼びか
け」
（GA 12 25-26/26）にハイデガーは注意を促すのだが、
「事物」はそれ自体で性質を帯び
ているというよりも、
「言葉」によって何らかの存在する仕方へと呼び出されているという
事態に関心が向けられている。高屋敷の表現を借りるなら、
「物」は「言葉」によってその
「振る舞い」が露わになる、とでも言えるのではないだろうか。
「瓶」であれ、その「空洞」
であれ、「物」は「言葉」によって何らかの存在する仕方へと呼び出されるのであり、「言
葉」に先立って「空洞」や「瓶」が存しているのではない、ということになるのではない
か。
「言葉」が「物」や「空洞」に先立つという解釈は、ハイデガーの哲学的思考が教えて
くれる点である。だが「言葉」の経験は哲学に限定されるというわけではなく、おそらく
「文学」と呼ばれる営みにおいても確認できる。別様に言えば、
「言葉」が「物」の有り方
を規定するという経験に対し、そのような言語的経験一般を「文学」と呼ぶこともできる
だろう。
「言葉」こそが「物」あるいは「対称」を象るということ、この視点に立つことで
「穴」の存在はいかなる様相を帯びるのだろうか。ここでようやくオブライエンにおける
「穴」の主題を論じる地点となる。
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４．オブライエン『ニュークリア・エイジ』における「穴」の意義
ティム・オブライエンによる小説『ニュークリア・エイジ』 16は、「岩穴」について描写
される第二エズラ書（エスドラス書）のエピグラフが掲げられている。内容やあらすじに
ついてはここでは省くとして、核の時代に一人の男が苦しみながらも生きる姿が描かれる。
この小説に冒頭から最後まで登場するのが、主人公が庭に掘る「穴」である。主人公が
「穴」を掘っているのは確かだが、彼がその主導権を握っているわけではない。「掘れよ、
と穴が言う（the hole says）」のであって（NA 21）、彼はそれに応じているだけだ、とも見え
るからである。その「穴」がいかなる目的のために掘られているのかについては解釈の分
かれるところではあろうが、本稿では「何のためかは分からない」と考えておこう。
娘のメリンダは「穴」を掘る目的を尋ね、主人公は「シェルターだよ」と答える（ NA 17）。
主人公は核戦争の恐怖に怯える少年として描かれていたのだから、彼が大人になってから
掘る「穴」も同様の役割の「ために」掘られていたとも考えられる。1986 年に『ニューク
リア・エイジ』に寄せられた書評では、主人公は「自身の悪夢を取り除くため、家族のた
めの核シェルターを掘り始めた」と書かれている（Mulvihill 169）。だが私見では、この見方
は「穴」の存在をわかりやすい次元に回収し過ぎている。こ の小説が担っている「穴」は、
単なる「シェルター」という役割には収まっていないはずなのである。
この作品では「穴」が様々なセリフを語るのだが、決して荒唐無稽な内容というわけで
はない。
「なあ、おい、と穴が言う……ここにあるけどここにない、存在するけど存在しな
いものってなんだ？……俺は不在の存在であり、存在の不在だ」（ NA 361）。ダニエル・コ
ードルが 2007 年に書いた『ニュークリア・エイジ』論においては、「冷戦」という政治的
意義を主人公の行動と重ねる観点が提出されている。主人公が「穴」に爆弾を仕掛ける点
について、
「相互確証破壊という核政策戦略において採用されたものと同様の、攻撃的かつ
自殺的な態度」（Cordle 112）とされるのだが、こうした観点では主人公が一種の「政治」
や「政策」と同様の思考や計算に基づいて行動しているかのように見えてしまう。もちろ
ん「政治」が既に自己破壊的で、思慮もなく行われているという観点なのかもしれないが、
その場合でも「穴」が主人公に対して持っている意義が見て取られていない点が問題であ
る。
鉛筆を集めて「シェルター」を作っていた少年が、その後に行動できたことといえば、
「爆弾は実在する（THE BOMBS ARE REAL）」
（NA 137）というプラカード掲げ、一人孤独
に「カフェテリア」の入り口に陣取ることであり、同志と共に地下活動に参加することで
あり、最終的には「穴」を掘ることだった。主人公は「死」を恐れるが、ただし自分の「死」
を回避するためのエゴイスティックな行動に終始しているわけではない。唇の腫瘍が進行
してしまうサラが「私、死んでる！」
（NA 532）と叫ぶように、この作品には「死」が至る
所に散りばめられている。
「核爆発」のみならず、こうした身近に押し寄せる「死」への予
感から逃れられない主人公ウィリアムにとっての「穴」は、或る時には「 聖書」の一節を
語り、さながら「神」のように振舞う。
「我々は在りて在る者なり。ほとんど在ったことが
16

『ニュークリア・エイジ』については NA の略号を使用し、日本語版の頁数を記す。
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ありながら、永遠に在ることのないもの。一度も在ったことがないのに、永遠に在り続け
るであろうもの」（NA 543）。
ウィリアムは「穴」の中で安心する場面も描かれるのだが、だからといって「穴」は彼
にとって心休まる場所ではない。絶えず「穴」との会話に苛まれる様子は、彼が「穴」に
取り憑かれているとも読み取れる。
『本当の戦争の話をしよう』に含まれている「私が殺し
た男」という章で、主人公は自身が殺した男に空いた「穴」を見つ め続ける。その男の片
方の「目は星の形をした穴（a star-shaped hole）」になっていて、主人公がそのありさまから
目を離せない様子が繰り返される。同僚から「見るのはよせ」と止められるにもかかわら
ず、主人公は「星の形をした穴」を見続ける。これはいわば「穴」に魅入られているので
あって、主人公は自らそう願って「穴」を見たいというわけではないはずである。では『ニ
ュークリア・エイジ』での「穴」はどのような意義を持つのだろうか。
この問題を考える手掛かりの一つは、エピグラフの中に登場する男である。その男は「他
者の姿」と「声」を求めている。この小説の主題は一見すると「核戦争」とその恐怖のよ
うにも思われるのだが、ウィリアムが探し求めるのは「他者の姿」と「声」がある場所、
すなわち「家庭」であるとも読めるのではないか。チアリーダーだったサラは、ウィリア
ムの家族に対し「家庭、素晴らしい家庭（Home, sweet home）」
（NA 525）と語るのだが、そ
の言葉に対応するかのように、
「穴」は「家庭、素晴らしい穴（Home, sweet hole）」
（NA 540）17
と皮肉めいた言葉を吐く。
「穴」を掘ることはウィリアムなりの居心地の良さ、すなわち「家
庭」の探求でもあり、他人の「声」を求めるやり場のない行為でもあったのだが、そこか
ら聞こえる「穴」の声はウィリアムの求めたものではなく、結局そこに爆弾を仕掛けざる
を得なくなってしまう。
「穴」が登場する文学作品はもちろん『ニュークリア・エイジ』に限られるわけではな
いのだが 18 、「穴」は人間にとって既知の存在というわけではなく、未だ知られざる「物」
として呼び出されている。それはウィリアムの「言葉」が「穴」を「穴」たらしめている
とも言えそうだが、
「言葉」はウィリアムというよりも「 穴」自身が「言葉」を発している
ように記述されているので、ウィリアムでさえ主導権を持てないような「言葉」が「穴」
を生んでしまっていることになるだろう。いずれにせよ、オブライエンにおいて「穴」は
単なる「空洞」や物理的不在というわけではなく、
「言葉」によって呼び出された「存在者」
として「振る舞」っている、とでも考えられよう。オブライエン的「文学」の経験は、
「穴」
を否定的存在として扱うどころか、
「穴」が人と対等に語り合うほどの「存在」であること
を教えてくれる。ハイデガーにおいて「瓶」は「捧げられ」ることでその本質が 全うされ
ることになっていたが、オブライエンにおいては「言葉」によって、
「穴」は「不在」どこ
ろか何よりも圧倒的な「存在」と化すというような様相が記述されていたのである。

訳者の村上は、「ホーム・スイート・ホール」を「埴生の家」と訳している。
文学作品における「穴」としては、たとえば村上春樹作品における「井戸」が挙げられよう。井
上によると、村上作品における「井戸」は、「作者の記憶の原初の体験を喚び起こす「みづ」と、
垂直の距離に連環したその特殊な形状のために、村上春樹の創作世界で特殊な位置を得た」（井上
92）とされる。井上が村上作品に読み取るのは「井戸」だけでなく「みづ」および「川」の意義で
ある（井上 90）。

17
18
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５． 「穴」をどう考えるか ―ハイデガーとオブライエンを手掛かりに
『ニュークリア・エイジ』に登場するような「穴」は、果たして現代形而上学が語る「穴」
と関連しうるのだろうか。この点については、まず柏端による指摘を引用しておこう。
「穴
が回転するかどうかについて、われわれが前理論的な直観をろくにもっていない点をまず
確認しておきたい。穴を塞げ、穴を広げろ、穴が崩れないよう補強せよ……こうした命令
において何をしろと言われているのかは明白である。だが、穴を回せと言われたとき、い
ったい何をすればよいのだろうか。ドーナツそのものを回せばよいのだろうか」
（ 柏端 66）。
この指摘はおそらく重要で、同じ事態は「穴」の「移動」にも当てはまるだろう。加地
は「穴」の「移動」を可能であると見なしているが、事物は「移動」できても「穴」が移
動しているとは言えないように思われる。
『ニュークリア・エイジ』に登場するような、庭
に空いた「穴」を想像してみても良い。その「穴」を「数メートル移動してほしい」と言
われた場合には、元の「穴」を埋めて別の場所に「穴」を掘るだろう。それは別の「穴」
であって、「穴」が「移動」したわけではない。
柏端は「穴を塞げ」というような命令が「明白」であると記述しており、 この点には同
意するのだが、もしそうだとすれば「穴」についての「直観」をもたずとも、
「穴」が一種
の対象であるという点は共有されているはずである。柏端は「穴」を立体における「対角
線」（柏端 80）と同様の存在と見なし、「穴」は一種の「抽象的」存在であると考え、「わ
れわれが住むこの具体的な世界に穴は存在しない」（柏端 82）と結論づける。柏端が「プ
レッツェルも表面はでこぼこしている」（柏端 82）ことに注意を促すように、パンや机で
も多少の盛り上がりやへこみは観察されるわけで、その状態を柏端は「穴がある」とは見
なさない。本稿なりに言い直すなら、物体の表面について「周囲よりも減って見える部分
がある」と記述することは可能である。だが当の部分（「穴」）に見合う適切な「直観」が
不明であるとしても、
「穴」が具体的には「存在しない」というのも「直観」に反する記述
になってしまうのではないか。
『ニュークリア・エイジ』での「穴」は「シェルター」というわけではなく、むしろ「穴」
であることが本来のあり方であるように描かれていた。人間にとって、
「穴」は何らかの「空
虚」や他の目的のための付随的存在、あるいは「抽象的」存在として扱われるのでは なく、
「穴」それ自体を対象であるかのように見なしているはずである。例えば壁に空いた「欠
落」「空間」（「穴」）に対し、「穴を塞げ」という命令をするのは自然であるが、「壁を延長
しろ」とは言わないはずである。
「壁が無いその部分（穴）にも壁を伸ばせ」という命令は
可能であろうが、結局それは「穴」に対して別の名称を割り当てているわけで、
「穴」的な
存在として扱われるはずである。

まとめと課題
これまでの流れをまとめておこう。ハイデガーが「物」講演で注目していた「瓶」は、
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森が指摘するように、
「空洞の現象学」と呼びうる探求を展開していた。私見では、この探
求は「建てること、住むこと、考えること」で論じられる「橋」にも展開されており、
「空
洞の現象学」は「境界の現象学」と通ずると考えられる。「空洞」と「境界」の「現象学」
は、
「物」一般の「存在」の問いに繋がるもので、個々の「物」についてそれぞれの「現象
学」が必要とされるわけではないはずである（たとえば「はさみ」「ハンマー」「耳かき」
といった事物はそれぞれ「空洞」や「境界」を持つが、
「はさみの現象学」等、各事物に固
有な「現象学」が必要とされるわけではないだろう）。
ここでのハイデガーの知見は、現代形而上学における「穴」の議論と無関係ではない。
この議論では「空洞」に対しどのようなアプローチをとるのかが問題となるからである。
ハイデガーによれば、
「物」は「言葉」によってその「振る舞い」あるいは「本質」へとも
たらされる。「瓶」の「振る舞い」や「本質」は「捧げること」であり、「物」は「言葉」
によってその特有の存在の仕方が露わにされる。物質的・質料的観点から「空洞」を記述
することと、
「物」の機能の観点から「空洞」を扱うことは、記述のパースペクティブが異
なるのではないだろうか。物質的観点からすれば「空洞」は常に不在として扱われるだろ
うが、オブライエンにおける「穴」が単なる不在ではなかったように、人間の認識にとっ
て「空洞」であっても「対象」や「存在」となることがある。人間が「物」や「穴」に対
して持つ関係は、空間内での物質的な側面でのみ理解されてはならないだろう。
今回立ち入ることのできなかった「芸術作品」論においても「物」についての議論がな
されており、
「空間」と「人間」、
「物」との関連を考えねばならない。秋富の指摘するよう
に、
「作品」たる「エルゴン」は「デュナミス」
「エネルゲイア」と共に、
「真理」概 念との
関連においてハイデガーは論じているのであって（秋富 93）、デリダの「パレルゴン」概
念 19と今回の「物」論をどう結び付けてゆくのかが今後の課題である。
「穴」は物質的には不在であるが、人間にとって「穴」は時に意義を持つ対象となりう
ることをオブライエンは語っていたように思われる。多くの人は幼児の時、砂場で「穴」
を掘った経験があると思われるのだが、柏端が語ったように「具体的世界に穴は存在しな
い」のだとすれば、幼児は「穴」を掘るのではなく「砂」をかき分けていただけというこ
とになるのだろうか。むしろ幼児の目指すのは「穴」であり、質料を持つ「砂」の方が付
随的な存在ということになるのではないだろうか。作家の色川武大による小説『百』にお
いて、主人公の父が掘る「穴」が話題となるのだが、その「穴」は何の用途にも向けられ
ることがないものだった 20。
「物」は「空洞」を含む場合であってもそうでなくても、
「言葉」
「パレルゴン」はデリダの『絵画における真理』で論じられる概念であり、本稿で言うところの
「空洞」および「境界」の「現象学」という観点からの検討が今後の課題であるが、今回は立ち入
ることができない。
20 「……戦争が押しつまった頃、父親が不意に畳をあげて、家の床下に穴を掘りだしましてね」
「穴を―」
「ええ。はじめ家族は、防空壕を掘りだしたと思ったし、実際そう見えたんですが、そうじゃあ
りませんでした。彼はそれからずっと、戦争が終わるまで、気が狂いでもしたように穴を掘り続
けましてね。家のどの部屋の下も穴ぼこだらけにしてしまったんです」……
「それは、怒りのせいでしょうか。それとも屈託とか、不安とか ―」
「わかりません。多分さまざまなものに追いつめられていって、そうするよりほかなかったので
しょう。しかし僕はそのとき、その穴ぼこを眺めていて、これは彼そのものだと思いました。こ
19
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によってその本質へともたらされるというのがハイデガーの観点であったのだが、ハイデ
ガーにおいて「物」は既に何らかの有り方へと規定されているように思われる。オブライ
エンや色川における「穴」は、その不気味な有り方は何らかの用途 へと向かうものではな
いが、そのような用途不明なままの「穴」も人間にとっては「存在」となりうる。
「穴」で
さえ経験の対象となるように、
「存在」はあらかじめ決められているのではなく、いわば「揺
らぎ」とでも呼べるような振れ幅を持つように思われる。現代形而上学における「穴」の
問題は、存在が持つ「揺らぎ」に着目している点で興味深いのだが、
「言語」と「物質」と
の関わりからこの問題を思考することを今後の課題としたい。
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「真珠採り」の態度
―ハイデガー・ベンヤミン・アーレント―
青木 崇 （一橋大学）

The Attitude of ‘Pearl-Diver’
― Heideg ger, Benjamin, and Arendt

Takashi AOKI
This paper focuses on ‘pearl-diver’ in Hannah Arendt, which has been repeatedly
but not thematically referred by several scholars as the basic historical stance of her
political philosophy, since Dana Villa's Arendt and Heideg ger : the Fate of the Political
(1996). She depicts her own attitude of ‘pearl -diver’ rather as that of Walter Benjamin’s
symbolized by ‘Angel of History’ (Engel der Geschichte), with a view to the proximity
to Heideg ger’s ‘destr uction’ (Destruktion). Yet, her description about the atti tude in
“Walter Benjamin 1892-1940” (Men in the Dark Times (1968)) looks too condensed and
metaphorical to be decode only within itself. I approach this attitude by dating back
to "The Concern with Politics in Recent Political Philosophical Thought"(1954) and
then to the several essays in Between Past and Future (1963, 1968). In contrast to the
Benjamin essay that brings Heideg ger and Benjamin strangely close, Arendt criticizes
Heideg ger’s thought for the lack of concerns with particulars such as concrete a ctions,
actors, and events, learning from him to look at politics and human affairs with ‘new
eyes’ inside the basic str ucture of human life that has no escape to any transcendent
perspective. This discussion continues in some essays in Between Past and Future. I argue
that, against Beiner’s dichotomic interpretation, it is in her reappropriation of Kant’s
reflective judgement in these essays where she finds the possibility of politics which
pays attention to the particulars in history and yet does not aban don the general.
Arendt’s political philosophy has always been a philosophy of history, inquiring a
politics that cogitates meanings of particulars and human affairs between Heidegger
and Benjamin.
keywords: philosophy of history, Destruktion, deconstruction, Engel der Geschichte, political judgement
キーワード：歴史哲学、解体、脱構築、歴史の天使、政治的判断
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はじめに
「哲学者にとって政治への関心は自明のものではない。政治哲学のほとんどがポリスや
人間事象の領域全体に対する哲学者の否定的な、場合によっては敵意さえこもった態度に
発していることを、我々政治科学者たちは見逃しがちである」（EU, 428）。この一節とと
もに始まる 1954 年の論文「近年のヨーロッパ哲学思想における政治への関心」（以下、
「政治への関心」論文と略記）は、ハンナ・アーレントの政治哲学が同時に歴史哲学でも
あること、少なくとも歴史に対する一つの態度と表裏一体であることを示している。この
論文によれば、伝統的には政治哲学にさえ浸透していた「人間事象（human affairs）」へ
の「敵意」から哲学を醒ましたのは、その歴史過程全体において真理を露わにするものと
して人間事象の領域を凝視した近代の歴史哲学であり、またいかなる絶対者も想定するこ
となく歴史を語ったハイデガーの思索であった。政治哲学は、歴史哲学とともに人間事象
の意味を思索することから始め直されねばならない。
こうした歴史哲学としての側面は、アーレントの政治哲学を単なる公共性論として捉え
る解釈によって見えづらくなるが、「政治への関心」論文（1954）の後も、『人間の条件』
（ 1958 ） や 『 活 動 的 生 』（ 1960 ）、『 過 去 と 未 来 の 間 』（ 1961, 1968 ）、『 革 命 に つ い て 』
（1963）、『精神の生活』（1978）など、複数の作品で活かされている。そして、アーレン
トが自らの態度について、ハイデガーとの近さを意識しながらも、ベンヤミン論として語
るのが『暗い時代の人々』（1968）「ヴァルター・ベンヤミン 1892-1940」（以下、ベンヤ
ミン論文と略記）の「第 3 節

真珠採り」であり、この「真珠採り」こそ、この三者の態

度を比喩的に呼び表したものである。本稿では、「真珠採り」の内実をハイデガーとベン
ヤミンの間で浮き彫りにすることで、過去に対するアーレントの態度を明らかにする。
アーレント研究において「真珠採り」の態度が注目されたのは 90 年代のことである 1 。
それまでアーレントの政治哲学はポリスの復権を目論むギリシア偏愛として捉えられ不当
に批判されてきたし、ある程度は未だにそうであるが、歴史に対するアーレントの複雑な
態度を視野に入れることで、より有機的にアーレントを読むことが可能になった。その先
鞭を切ったのがデイナ・ヴィラ（1996）であり、シェイラ・ベンハビブ（1996=2003）も
不徹底ながら「真珠採り」を自らの解釈の中心に据えることで、フェミニズムからの批判
に抗してアーレントの公共性論を捉え直した。90 年代以降はあまり注目されなくなった
が、最近になって再び脚光を浴びつつある。リチャード・バーンスタイン（2013, 2018）
も「真珠採り」に着目し、ヴィラもハイデガー・フォーラムにおける講演 （2019）で焦点
を絞り直した。ロドルフ・ガシェ（2020）は脱構築論においてアーレントが自らの企てを
ハイデガーの「解体」に学んだものとして自覚していることを指摘 する。また、ベンヤミ
ン研究からこうした論点を扱った柿木伸之による研究 （2021）も重要である。しかしなが
ら、この態度に関するアーレント自身の論述が限られているためか 、「真珠採り」の態度
について主題的に扱われることはなかった。
そこで本稿では以下の仕方で「真珠採り」の態度に接近する。まず、先述のベンヤミン
1

「真珠採り」の態度に関しては、拙論（2019）も参照のこと。

70

「真珠採り」の態度（青木崇）
ⓒ Heidegger-Forum vol.16 2022

論文に着目し、アーレントがハイデガーとベンヤミンに見出す共通 性を明らかにする。次
に、「真珠採り」という表現そのものは用いられないものの、それに繋がる萌芽が「政治
への関心」論文で既に見られることを確認しつつ、アーレントがいかにハイデガーから批
判的に「政治への関心」を引き継いでいるかを明らかにする。最後に、『過去と未来の間』
に焦点を絞り、その歴史論や文化論が過去に対するアーレント自身の態度を深めるもので
もあったと解釈しながら、アーレントがハイデガーとベンヤミンからいか に距離をとって
「真珠採り」の態度を展開させようとしているか、ということに輪郭を与え直す。

１．三人の「真珠採り」
ベンヤミン論文において「真珠採り（pearl-diver）」 2 と比喩的に表されるのは、ベンヤ
ミンの態度であり、そしてそれと似ているとされるハイデガーの態度である。アーレント
自身もこの「真珠採り」に重ねられるが、このことはほとんど言外に語られるにすぎない。
そこで、この態度をアーレントのものとして、ハイデガーやベンヤミンのそれから浮き彫
りにするために、アーレントが両者にいかなる重なりを見ているかを明らかにする 3 。
アーレントがハイデガーとベンヤミンに通底すると考えるのは、まずもって 20 世紀初
頭という時代への眼差しである。それは、第一次世界大戦の後、共和国の束の間の安定の
下で、文学や演劇、絵画や音楽、建築や映画に至る様々な芸術や技術が華々しく開放され
た時代であった。この時代に、過去や「古いものや古代のもの」の「再興」がハイデガー
やベンヤミンといった「伝統が修復不可能なまでに断絶していることに最も自覚的であっ
た者たち」（MDT, 201）によって企てられた。こうした両者の眼差しは極めて逆説的に見
える。両者はともに、「伝統の断絶」という診断をその時代に対して下しながらも、「過去
の再興」と「破壊」や「解体」を企てたからである。それは、伝統が修復不可能なまでに
壊れているところで過去を再興し、壊れてしまっている伝統やその上に立つにすぎない現
在を破壊する、という幾重にも逆説的な企てである。こうした逆説的で、ともすれば錯綜
しているようにさえ感じられる議論は、伝統の断絶、破壊や解体、そして過去の再興とい
う三つのモチーフを紐解くことで理解できよう。

● 伝統の断絶
ベンヤミン論文第 3 節において「伝統の断絶（the break in tradition）」として論じられ
ていることは二つある。第一に「今世紀初頭に生じた伝統の断絶」（MDT, 200）であり、

「 真 珠 採 り 」 と い う 比 喩 は シ ェ イ ク ス ピ ア の 『 テ ン ペ ス ト 』 を 参 照 し た も の で あ る 。 “Full of
fathom five thy father lies,/ Of his bones are coral made,/ Those are pearls that were his eyes./ Nothing
of him that doth fade/ But doth suffer a sea -change/ Into something rich and strange. —The Tempest,
Act Ⅰ, Scene 2” （MDT, 193）。この詩は『精神の生活』「第一巻 思考」末尾でも引用される（cf.
LM.1, 212）。
3 アーレントのベンヤミン論文、とりわけその「伝統」概念への着眼に学びながらもそれをベンヤ
ミン研究として批判的に検討したものとしては Phillipe Simay（2005）がある。ベンヤミンの「伝
統」概念に着目した点では、柿木（2021）も、この列に位置付けられるだろう。
2

71

「真珠採り」の態度（青木崇）
ⓒ Heidegger-Forum vol.16 2022

第二に、そもそも瓦礫の山でしかないもの、そもそも壊れているものとしての伝統である。
第一に、それが 20 世紀初頭の危機に関わり、またベンヤミン論である以上、そこから
は様々な含意を汲み取りうるが、明示的に論じられるのは「古いものや古代のもの、その
多くが伝統によって長らく忘却されてきた」（MDT, 201）ということである。アーレント
によれば、ヨーロッパでは 20 年代からハイデガーが逸早くこうした「伝統の断絶」に気
づき、「過去の再興」に着手し、そしてそのことがハイデガーに「 20 年代の並外れた、ま
た並外れて早い成功」をもたらした（cf. ibid.）。明示的に語られるわけではないが、古代
から近代に至る様々な作品について 20 年代のハイデガーが試みた読み直し―後述する
ように、アーレントが若き日々にハイデガーの講義で目の当たりにしたであろうこの読み
直しが、後のアーレントに決定的な影響を及ぼした ―には目覚しいものがあった。また、
ベンヤミンも 1925 年頃に書かれた『ドイツ悲劇の根源』で、詩と文学のドイツ的伝統に
おいて忘却されていたバロック悲劇に焦点を当てた。
第二に、「伝統は過去を単に年代順にだけでなく、何よりもまず体系的に秩序 づける」
（MDT, 198）と論じられるとき、そこにはベンヤミンにとって伝統がそもそも瓦礫の山
であるという洞察がある。伝統は自らにとって都合の悪いものを「異端」や「否定的なも
の」として捨て置くことで過去を一つの歴史として秩序づける。ただし、伝統的なものも
伝統によって抑圧されたものも、見境なしに蒐集するベンヤミンにとっては、伝統もまた
過去の断片の蓄積にすぎない。「蒐集家の情熱は体系的でないだけでなく、無秩序なもの
と境を接する」（ibid.）。こうした議論は、ベンヤミンの「歴史の天使」とその後ろ向きの
眼前に過去から吹く風によって蓄積される瓦礫というイメージを反映する。他方で、「瓦
礫の山」と描写されることはないものの、ハイデガーにおいても「伝統」は振り払いきれ
ない仕方で思索を規定し、「根源的な「源泉」への通路を塞ぐ」（SZ, 21）。三者にとって
は「伝統そのものが主な忘却形態なのである」（Villa: 1996, 10）。
以上のような、伝統の断絶や崩壊をめぐる二つのイメージは、収まりの悪さが目につく
ものの、アーレントの思索のなかで繰り返し登場する。 ―そもそも瓦礫の山であるはず
の伝統が 20 世紀初頭に壊れた。それは、第一次世界大戦を端緒とする破局によって、伝
統なるものが瓦礫の山にすぎないものとしてハイデガーやベンヤミンといった者たちにあ
からさまに露見した、ということであろう。そして、この露見を見定めたハイデガーやベ
ンヤミンは、「黄金の 20 年代」とも称される、ワイマール文化の華やいだこの時代に、過
去の再興を企てつつも、伝統の名において主張される過去の連続性や体系性が紛いもので
あることを暴き立てた。
● 破壊と解体
ベンヤミン論文第 3 節で最も強調されるのは、「破壊（destroy, destruction）」というベ
ンヤミンの企てである。このような切り口は、直接的な言及こそないが、やはりハイデガ
ーの「解体（Destr uktion）」を思わせる 4 。ただし、注意深く読むならば、ここでも 二つの
事柄が「破壊」という表現で示されている。第一に、過去の断片を蒐集する際にその断片
4

ベンヤミンの「破壊」とハイデガーの「解体」を分けて考察を進めるために、このように訳す。
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が根ざしていた文脈や前後関係を破壊することである。第二に、伝統や過去の権威を破壊
することである。前者については後述するとして、ここでは後者に焦点を絞る。
既に触れたように、アーレントはベンヤミンにおいて伝統が壊されるとも、壊れている
とも論じる。こうしたぶれ、あるいは、そもそも壊れているものを壊すという逆説は、次
のように理解できる。すなわち、アーレントによれば、ベンヤミンが「破壊」するのは、
伝統が主張する過去の連続性や体系性に対する、ひいては現在に対する「「心の平安」、慢
心という分別なき平安」（MDT, 193）である。そして、この慢心や平安が壊されるのは、
「歴史の概念について」の表現を借りれば、「我々には出来事の一繋ぎの連鎖が見えると
ころ」（AB, 106）で、その連鎖、連続性や体系性が―「歴史の天使」にその足元の現在
がそう見えているように―そもそも一つの「破局」、「瓦礫の山」であることを露呈させ
るからである。伝統はそもそも壊れており、ベンヤミンはその壊れていることを白日の下
に晒すことで、その伝統に対する現在の慢心や平安を壊す。ベンヤミンはこうした「破壊」
の機能を引用文に発見するが、この発見は「過去に対する絶望」ではなく「現在という絶
望と現在を破壊しようとする願望」（MDT, 193）から生まれたのである。
こうした、ベンヤミンの「破壊」をめぐるアーレントの解釈は、ハイデガーの「解体」
と重なるものであろう。ハイデガーにおいて「解体」はまずもって存在論の歴史や伝統を
解きほぐすことによって本来的な存在理解を露わにさせることであるが、それは同時に、
伝統がいかに本来的な存在理解を隠蔽し忘却してきたかを露わにさせることにもなる。さ
らに、ベンヤミンの「破壊」が過去ではなく現在に向けられていたとアーレントが論じる
ように、ハイデガーも「解体は過去に否定的に挑もうというのではなく、その批判は「今
日」と存在論の歴史に対する支配的な姿勢を揺るがす」（SZ, 22f.）と論じる。ひいては、
「伝統に耳を傾ける」とは「過去に身を委ねるのではなく、現在を熟考する」（MDT, 201）
ことであると『存在に関するカントのテーゼ』から不意に引用されるとおりである。
アーレントによれば、「伝統」は ―ベンヤミンにおいては「異端」や「否定的なもの」
を捨て置くという仕方で、ハイデガーにおいては本来的な存在の問いを覆い隠すという仕
方で―そもそも壊れており、壊れていることはベンヤミンやハイデガーの目にはすでに
明らかであった。その意味で両者において「破壊」や「解体」とは、むしろ伝統がそもそ
も壊れていることを露わにさせ、またそうすることで、未だその伝統の上にくつろごうと
する「現在」や「今日」の態度を揺るがせることであろう。

● 過去の再興
ベンヤミン論文第 3 節でアーレントがハイデガーとベンヤミンを最も、そして明示的に
接近させるのは、「過去の再興」という点である。「真珠採り」という比喩も直接的にはこ
の点を指し示している。アーレントは両者による「過去の再興」について、両者を近づけ
ながら次のように論じる。

それと気付くことなく、ベンヤミンは実際、マルクス主義の友人たちの弁証法的な狡猾さよりも、
海神の力によって真珠や珊瑚に変貌した生きた目や生きた骨に対するハイデガーの驚くべき感覚
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と共通するものを持っていた。また、生きた目や生きた骨はそのように新しい思想の「致命的な
衝撃」によって解釈されながら、それらの文脈に暴力を加えることによってのみ、現在へと救出
され引き上げられうる。（MDT, 201）

ここで「生きた目や生きた骨」と比喩的に表されているのは、先述した伝統やその秩序づ
けや体系性によってそこから振り落とされ忘れ去られてきた過去の思考や経験の「諸断片
（fragments）」のことである。そして、「過去の再興」ひいては「真珠採り」の態度とは、
端的に言えば、こうした諸断片を現在へと引き上げることであるが、次の 3 点に留意しな
ければならない。
まず、アーレントによれば、伝統の崩壊が明らかであるにも拘らず「過去の再興」が可
能であるのは、過去の諸断片が「言語」の中で守られているからである。こうした言語に
対する確信においてもハイデガーとベンヤミンは通底していた。ハイデガーはドイツ語や
ギリシア語の言葉の根源的な意味にまで遡って思 索し、またベンヤミンにとって引用文は
思想や経験の断片が眠る「宮殿」（MDT, 201）であった 5 。「真珠採り」が過去の諸断片を
探索し蒐集するとき、その現場は「言語」である。
次に、過去は言語の中で守られ、そこから引き上げられうるにも拘らず、「もともとあ
ったとおりに」取り戻されることがない。生きた目や骨は真珠や珊瑚に変貌しており、ま
たそれらを引き上げるときには、それらが根付いていた文脈に対して現在の「新しい思想」
によって「暴力」を加えることになる。この暴力は、ベンヤミン論文では過去の思想や経
験が根ざしていた文脈に対する「破壊」である。
最後に、過去の諸断片を元々の姿のまま引き上げることはできないにも拘らず、それが
「過去の再興」なのは、この再興が伝統という忘却の様態から過去の可能性を現在や今日
へと引き上げることだからであろう。伝統の崩壊に対峙しながらも「過去の再興」という
課題を、アーレントはハイデガーとベンヤミンに見出し、両者から 引き継いでもいる。し
かし、こうした「過去の再興」がこの三者においていかにして遂行されたのか、ベンヤミ
ン論文では比喩的に表されるのみで、詳細な論述はない。
以上のように、アーレントはハイデガーとベンヤミンを複数の点で接近させ、その中で
もとりわけ「過去の再興」に焦点を絞るかたちで両者を「真珠採り」と呼び表した。その
態度は、ベンヤミン論文の結びの箇所で次のように圧縮されたかたちで表現されている。
このような思考は、現在に養われながら、思考が過去から捥ぎ取り思考そのものの周りに集める
「思想の断片」によって働く。海底を堀り海底を光へともたらすためではなく、豊かなものや不
思議なものを、すなわち底深い海の真珠や珊瑚を梃子で弛め、それらを海面に運ぶために、海底
へと潜る真珠採りのようにこの思考は過去という底深い海の中へと掘り下げる ―しかしそれは、
5

「それ自体の過去がそれまでと同様に我々にとって疑わしくなるいかなる時代も、結局は言語と
いう現象に向き合うに違いない。なぜなら言語には過去が根深く含まれ、そうした過去を一挙に
取り除こうとするあらゆる企てを妨げるからである。ギリシア語の polis は我々が“politics”という
語を用い続ける限り、我々の政治的存在の根底―海底―に存在し続けるだろう」（MDT, 204）。
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それがあった通りに過去を生き返らせ、失われた時代の再開に寄与するためではない。このよう
な思考を導くのは次のような確信である。すなわち、生きることが時代の荒廃に従うとしても、
腐敗の過程は同時に結晶化の過程でもあり、かつて生きていたものが沈み溶解する海の底深くで、
いくつかの物事は「朽ちることなく耐え忍び」、自然の力に影響されないまま新たな結晶化され
た形や姿で生き残るという信念である。それらはあたかも、いつかそれらへと降りてきてそれら
を生者の世界へと運び上げる真珠採りだけを待っているかのようである ―「思想の断片」とし
． ．．
て、「豊かで不思議な」何かとして、もしかすると不朽の原 現象 としてさえ 6 。（MDT, 205f.）

「真珠採り」の態度とはまずもって、伝統が主張する体系性によって隠蔽され忘却されて
きた過去の思想や経験の諸断片―真珠や珊瑚に変貌した目や骨―を拾い上げてくるこ
．．．．．．．．．．
とである。拾い上げることには、過去の諸断片を 梃子で緩めて捥ぎ取る という仕方で、そ
れらが根ざす海底に暴力を加えることが伴う。ゆえにそれは、過去の諸断片やそれらが根
ざしていた時代という海底の全体―例えばポリス―を元々の姿のまま現在に甦らせる
ことにはならない。「真珠採り」はそれを目論みもしない。「真珠採り」は、真珠や珊瑚を
引き揚げることによって、伝統がそれらを覆い隠していることを暴き、その伝統の上で安
らぐ現在や今日を揺るがす。ヴィラの表現を借りれば、「解体という課題は、アーレント、
ベンヤミン、ハイデガーによって行われたように、単に消極的なだけでない 〔……〕。そ
れが企てられるのはまさしく、その不思議さが現在の慢心を挫くような根源的な経験へと
接近するためである」（Villa: 1996, 9f.）。しかしながら、アドルノらとの確執を考慮する
としても、ベンヤミン論文は「真珠採り」という比喩によって奇妙なほどベンヤミンをハ
イデガーに近づけているが、アーレントが両者のずれに無自覚であったとは考えられない。
そうだとすれば、「真珠採り」の態度は、両者の態度との重なりにおいてだけでなく、両
者のずれの間でアーレント自身の態度として研ぎ澄まされており、またそこでは、ヴィラ
の解釈に反して、「破壊」や「解体」以上のことが目論まれているはずである。アーレン
トの見るハイデガーとベンヤミンの間のずれもおそらくはそこに見出されるだろう。

6

アーレントがベンヤミン論文の最後で言い残す「原現象（Ur phänomene）」という語は、ゲーテの
それ、ひいてはゲーテのそれを複数の作品で援用するベンヤミンを意識したものであると思われ
るが、この点について直接的な言及はない。ベンヤミンの歴史哲学における「原現象」について
は柿木（2021）も参照されたい。また、アリストテレスの範疇論やカントの『判断力批判』、トマ
ス・クーンのパラダイム論などを辿りながら、 特殊と普遍の緊張を「 原現象」に見出すものとし
ては、ジョルジョ・アガンベン『事物のしるし：方法について』（2008）も重要である。本書でア
ーレントやベンヤミンの名が挙げられるわけではないが、その思想的背景からしても、アガンベ
ンは本書でフーコーだけでなくこの両者を強く意識している と考えられる。とりわけ、 本稿で詳
論するように、アーレントの「真珠採り」の態度が 、歴史や人間事象の個別具体的なものに焦点
を絞るものとして「政治への関心」論文から萌芽的に構想され、『過去と未来の間』などで普遍に
特殊を包摂しない眼差しとしてカントの反省的判断論に流れ込んでいるということからすれば、
「真珠採り」の態度とアガンベンの「方法」の間の差異や重なりは無視できないだろう。
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２．ハイデガーと「政治への関心」
「真珠採り」の態度を主題的に扱うことの難しさは、ベンヤミン論文でこの態度につい
て考察が十分に示されていない、ということだけではない。それが難しいのは、この論文
がアーレントの主要著作の多くが出揃った後に書かれているからでもある。アーレントが
自らの態度を含めて「真珠採り」の態度と呼び表すとき、それはむしろ自らの思索を振り
返ってのことであり、それまでにある程度アーレント自身の態度は定まっていたと考えら
れる。ベンヤミン論文の他に「真珠採り」という表現が登場する著作は見当たらないが、
それに繋がる、あるいは相当すると思われる態度は複数の著作に散見される 7 。以下では
その中でも、冒頭で触れた「政治への関心」論文に着目しよう。
「政治への関心」論文（1954）では、ベンヤミン論文に先んじて、第一次世界大戦後の
危機や伝統の崩壊に対する哲学者たちの応答に焦点が絞られている。アーレントは、歴史
性をめぐるハイデガーの思索に、政治や人間事象の領域の意味を見出す糸口を掴みながら
も、その限界を指摘する。ここにはアーレントがいかにハイデガーの態度から距離をとっ
ていたのかを読み取ることができる。
この論文によれば、第二次世界大戦や全体主義体制の経験、核戦争の恐れによって哲学
者たちは、いつにも増して「政治的な出来事のもつ重要性」（EU, 430）に自覚的であらざ
るを得なくなったが、その端緒は第一次世界大戦後に高まったヘーゲルの歴史哲学への関
心に見出せる。それ以前の哲学― 後の「歴史の概念」（1961）によればカントの歴史哲
学以前―は人間事象の領域がまともな哲学的問いを提示することはないと考えてきたの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
に対して「ヘーゲルの解決策では、一つ一つの行為は以前と同様に無意味なままに留まっ
．．．．
てしまう が、その過程は人間事象の領域を超越する真理を露わにする。この解決 策が極め
て巧妙であるのは、それが歴史的‐政治的な出来事を真摯に受け止めることに道を開きつ
つも、伝統的な真理概念を放棄せずに済んだからである」（EU, 430f. 強調は青木）。
一方、アーレントによれば、ハイデガーはヘーゲルと違って、歴史のうちに顕現するい
かなる超越者や絶対者、「無制約者」も認めなかった。「我々の文脈では、このことが意味
するのは、哲学者が「智者」たらんとする要求、すなわち人々の「都市」の移ろい揺らぐ
事象のために永遠の尺度を知ろうとする要求を捨て去ったということである」（EU, 432）。
哲学者のみが接続しうる超越的な「永遠の尺度」に従って揺らめくポリスを確固たるもの
へと作り上げていくこと 8 、これがプラトン以来の多くの政治哲学の根本課題であり、ポ
リスや人間事象に対する「敵意」であった。確かに「ひと （das Man）」および生の平均的
日常性に関するハイデガーの分析にも「ポリスに対する哲学者の古い敵意」が見出される
例えば、最晩年の『精神の生活』「第一巻 思考」（1978）において、アーレントは自らの態度を
次のように振り返る。「我々がギリシアの初めから今日に至るまで見知ってきたような形而上学や
哲学をそのカテゴリーともども解体することをしばらく前から試みてきた者たちの仲間に、私が
属してきたことは明らかである。そのような解体が可能なのは、伝統の糸が途切れ、我々は決し
てそれを新たに結び直せないだろうと想定する限りのことである」（LM.1, 212）。
8 この構想は、伝統的な存在理解がポイエーシス的であるというハイデガーの洞察を活用するかた
ちで、プラトンやアリストテレスに端を発する 〈政治の制作化〉という『人間の条件』の議論に
繋がったと理解できる。
7
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．．．．．
が、ハイデガーはむしろ「こうした生の諸構造が 人間の条件 そのものに内在しており、そ
こから哲学者の特権であるような「本来性」へと逃れる道はない」（EU, 432f.）というこ
とを暴いたのである。生の諸構造という「諸制約」（ibid.）の内側に留まって人間事象を
省みるという、そうした「政治への関心」がハイデガーによって切り開かれた。
このようなハイデガーが切り開いた視野は、「人間の条件」を超え出ることなく、ある
いは「観想的生」へと抜け出すことなく、「活動的生」の内部から「活動的生」を 考究す
る企てとして、『人間の条件』や『活動的生』などで引き継がれている。一方、アーレン
トはハイデガーに限界も見ていた。

「歴史性」の概念が登場するのはこの場面であり、この概念が、新しい装いを纏い、はるかに明
晰であるにも拘らず、「歴史」という古い概念と共有しているのは、政治の領域に明らかに近づ
いているにも拘らず、それが政治の中心―行為する存在者としての人間―には決して到達せ
ず、いつも見過ごしてしまうということである。（EU, 433）

これは、ハイデガーの思索に行為論や倫理学的、政治哲学的な問いが含まれない、という
批判ではない 9 。むしろ、ハイデガーの語る歴史は「存在の歴史」であるがゆえに、歴史
の進歩という大きな「嵐」に巻き込まれるわけではないとしても、個々の行為や行為者が
それ自体として評価されることはなく、「一つ一つの行為は以前と同様に無意味なままに
留まってしまう」という批判である。
以上のようにアーレントはハイデガーの「歴史性」概念に意義と限界を見出しているが、
加えて重要なのは、「ハイデガーが古いテクストを新しい目で読んだ最初の一人であった」
（EU, 434）ということである。アーレントによれば、こうしたハイデガーのテクスト解
釈は、一方ではマイネッケなどの歴史主義者たちにも、他方では「伝統の再興」 ―この
文脈では「ニヒリズム」、近現代の諸価値の没価値化に抗して超越的原理に訴えて政治や
人間事象に秩序を取り戻すこと―を企てるカトリックの哲学者たちにも影響を与えた 10 。「真

「政治への関心」論文が書かれた年代からしてもこうした批判であるとは考えられない。また、
アーレントは同論文で「政治とは何か、政治的存在者としての人間とは何か、自由とは何かとい
った政治学のより永続的な問い ― ある意味ではより哲学に特有の問い― 」（EU, 433）がハイ
デガーでは忘れ去られてしまっているとも述べているが、既に複数の先行研究が論じることから
しても、アーレントが自らこうした問いに答えていくなかで、ハイデガーの様々な洞察を活用し
ていたことは明らかである。この点に関する重要な研究の一つとしては Villa（1996）があり、ま
た Villa のハイデガー読解を的確に批判した論文としては金成祐人（2020）も参照のこと。
10 カトリックの哲学者たちとしてここで名前が挙がっているのは、マリタンやジルソン、グァルデ
ィ ー ニ や ヨ ー ゼ フ ・ ピ ー パ ー で あ る 。 ま た 、 こ こ で ア ー レ ン ト は 、 “historism” で は な く
“historicism”という語を用いており、これはカール・ポパーが『開かれた社会とその敵』（1944）
や『歴史主義（historicism ）の貧困』（1957）で自らが批判する立場を表現するのに用いた語と一
致するが、アーレントがポパーの語法を反映 するわけではない。アーレントが “historicism”の一
人として挙げるのはフリードリヒ・マイネッケである。『歴史主義の成立』 （1936）の序文によ
れば「歴史主義（Historismus）の核心は、様々な歴史＝人間的な力を、一般化的にではなく個別
化的に考察することにある。もちろんこ のことは、歴史主義が今後人間生活の一般的法則性や類
型を追求することをやめる、ということではない。歴史主義は自らこのような追求を行い、それ
を個別的なものへの感覚と融合せねばならない。歴史主義が呼び起こしたのは、個別的なものに
対するこの新しい感覚であった」。こうした歴史主義は、ポパーが批判する “historicism”とも歴史
9
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正な現代哲学のこれほど多くが過去の偉大なテクストの解釈に携わるのは、伝統の再興が
その推進力を歴史主義に負っているからであり、歴史主義は「「かつて誰も読んだことが
ないかのように」読むことを教えたのである」（EU, 434）。ここでアーレントは、歴史性
に制約されていることに自覚的でありながらも「古いテクストを新しい眼で読む」こと、
「かつて誰も読んだことがないかのように読む」 11 ことをハイデガーから学び取り、他方
ではハイデガーの枠組みでは不十分な、個別具体的なもの （行為、行為者、出来事）に対
する関心を、歴史主義―『歴史主義の成立』の冒頭では「個別は筆舌に尽くし難し
（Individuum est ineffabile ）」という一節がゲーテから引用される―とともに切り開く。
以上のような、「政治への関心」論文のわずか数頁で示される議論は、強い緊張を孕ん
でおり、また十分に展開されているとは言い難い。ただし、伝統の修復がもはや叶わず、
過去のテクストを読むことができるのは歴史性によってであるにも拘らず、それでもどう
にか「新しい眼で読むこと」、この態度は、アーレントの後の思索を方向づけている。ま
たその上で、アーレントは、一つ一つの行為や個々の行為者に対する「関心」の不十分さ
という点において、ハイデガーの「真珠採り」の態度にも限界を見ていた。

３．『過去と未来の間』の「真珠採り」
前章では、「政治への関心」論文（1954）に着目し、後に「真珠採り」の態度と呼ばれ
るものの萌芽を認めると同時に、アーレントがいかにハイデガーに学び、またいかにハイ
デガーから距離を取ろうとしたかを明らかにした。その形跡およびベンヤミン論文（1968）
で明示されることになる「真珠採り」の態度に相当するものは、様々な仕方で『人間の条
件』（1958） 12 や 1959 年の報告書 13 、『過去と未来の間』（1961, 1968）や『革命について』
法則に対するアーレントの批判とも重なるが、「政治への関心」論文で強調されるのはむしろマイ
ネッケの歴史主義が近代のニヒリズムを癒せないものとして考えられているということである。
11 「政治への関心」論文において「かつて誰も読んだことがないかのように読む」という箇所はマ
イ ネ ッ ケ の 『 歴 史 主 義 の 誕 生 』 か ら 引 用 さ れ て お り 、 原 文 は »So hatte noch niemand vor ihm
gelesen.«（彼以前には誰もそのように読んだことがない） であるが、アーレントはこれを“as he
never read”と英訳する。「文化の危機」論文では “The thread of tradition is bro ken, and we must
discover the past for ourselves – that is, read its authors as though nobody had ever read them before.”
と、アーレント自身の言葉として書かれている（本稿ではではこの後半部分「かつて誰も読んだ
ことがないかのようにその著者を読む」を、齋藤純一訳に従って参照した）。さらに、『精神の生
活』では、“as though no one had touched the matter be fore me”（「私の前には誰もその問題に触れ
たことがないかのように」）という箇所が、デカルトの『情念論』から引用される。
12 『人間の条件』でアーレントは、
「永遠の尺度」に訴えることなく生の諸構造の内側で政治や人
間事象を考えるというハイデガーが切り拓いた視野を引き継ぎつつ、伝統的に「観想的生」の重
みで押し潰され「活動的生」の内部に埋もれている様々な生や諸活動の意味や経験 を掘り出すこ
とによって、生物学的な生を「最高善」と見做す近現代的政治の「慢心」を揺るがしている。
13 『政治とは何か』
（ 1993）に収められた、ロックフェラー財団への申請書（ 1959）には「政治的
思考の伝統的諸概念及びそれに対応する概念的な連関領域の批判的再検討」として、次のように
記されている。「〔……〕最もすり減ってしまった概念の背後にさえある諸経験は有効であり続け
ており、また、致命的であることが明らかとなったある種の一般化を逃れようと望むならば、〔そ
のような諸経験は〕取り戻され、再び生き生きとさせなければならない」（WP, 200f.）。本稿で論
じるように、こうした態度はベンヤミン論文では「真珠採り」の態度と表現され、『過去と未来の
間』では「蒸留」と表現される。また、『人間の条件』でも次のよう にある。「活動的生がその中
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（1963） 14 に確認できる。そうだとすれば、「真珠採り」の態度は、ベンヤミン論文以前
からすでにハイデガーに対する一定の距離とともに練られていたと理解できる。その中で
もとりわけ『過去と未来の間』は、以下で詳論するように、アーレントが自らの態度を遂
行しつつ、 ハイデガーやベンヤミンとは異なる態度 として深めた著作としても解釈でき
る 15 。
「政治への関心」論文で注目され、ベンヤミン論文に至っても見出される「伝統の断絶」
という問題は、『過去と未来の間』で主題化され、その表題ともなっている。すなわち、
伝統は過去と未来を鉄鎖のごとく繋いでいたが、それが断絶したところに「過去と未来の
間の裂け目」が開いたのであり、その裂け目、その「現在」に人々は立たされている。こ
の「現在」という時制は、『精神の生活』でも 「思考」の時間経験として詳論されるが、
本書ではむしろ「この裂け目の中をいかに動くかということのみに関心が向けられる」
（BPF, 16）。この関心は、主に過去に対する態度への問いとして展開され、「それはとり
わけ、断絶した伝統の糸を結び直したり、過去と未来の間を埋めるような〔伝統の〕新し
い代替物を発明したりすることではない」（ibid.）。伝統が断絶した現在において、伝統を
再建するのでも他の何かでこの裂け目を埋め合わせるのでもない仕方で、いかにして過去
と対峙するのか。この問いが「政治への関心」論文以降のアーレントの思索を貫いている。
まず、『過去と未来の間』が企てるのは、その「序論」によれば、政治哲学上の伝統的
な鍵語―本稿では伝統、歴史、権威、自由、教育、文化といった語が検討される ―が
根ざしていた「生きた経験の出来事」を「新たに蒸留 （distill）すること」（BPF, 14）で
ある。というのも、概念が思考の産物であり、思 考が空虚でないなら ば、 その言葉も何
らかの経験に根ざしていたはずあるが、そのような経験は伝統の中で言語からほとんど
抜け落ちてしまっているからである。このような「蒸留」という「過去の批判的解釈」
（ibid.）は 言語 の中 で眠 る過去 の断 片を 拾い 上げ るとい う「 真珠 採り 」の 態度に 繋が る
ものであろう。政治哲学の諸概念を生み出した思考が根ざしていたはずの具体的な出来
事にまで遡ってそれら諸概念の精髄を「蒸留」すること、この 課題が『過去と未来の間』
に収められた諸論文に通底している。
で過ごす諸々の世界の物が大きく異なった本性をもち、全く異なった種類の諸活動によって生み
出されるということを我々に教えるのは、言語と、そしてそこで横たわる根本的で人間的な諸経
験である」（HC: 94）。
14 『革命について』では、アメリカ革命という最終的には失敗に終わった出来事が、過去から捥ぎ
取られることでフランス革命を嚆矢とする革 命論の伝統を揺るがし、その実現しなかった可能性
とともに新たに解き放たれる。この意味で、「政治への関心」論文でハイデガーに欠けているとさ
れた、個別具体的な行為や出来事への「関心」から政治哲学を展開した著作であると理解できる。
また、こうした企てはベンヤミン的である。すなわち、 それは「フランス革命が古代ローマを引
用した」ように、「過ぎ去ったものへの虎の跳躍」としてベンヤミンの企ての継承であろう。柿木
も次のように論じている。「「自由の創設」というのは、言うまでもなくアーレントによる革命の
定義の一つである。「近代の内奥に秘められた物語を呼び覚ます革命の歴史」という彼女の言葉は、
「フランス革命は、みずからをローマの回帰と解していた」という言葉などに表われるベンヤミ
ンの思想を参照軸の一つとして革命を構想していたことをうかがわせる」（柿木 , 2021: 289 頁）。
15 「真珠採り」の態度をめぐって『過去と未来の間』に着目するという構想は、ロドルフ・ガシェ
著・宮崎裕助編訳『脱構築の力』（2020）から着想を得た。ガシェは本書の序論で『精神の生活』
から上述の箇所を引用してアーレントの思索態度がハイデガーの「解体」に学んだものであるこ
とを指摘しつつも、本稿ではアーレントの思考論や判断論に焦点を絞っている。
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そこでまず着目すべきは 「第二章

歴史の概念 ―古代と近代」（以下「歴史の概念」

論文と略記）である。なぜなら、この論文は、ハイデガーやベンヤミンの名こそ登場しな
いが、「政治への関心」論文で示されていた近代の「歴史」概念に対する批判が繰り返さ
れるとともに、ハイデガーに欠けているとされた過去の具体的な行為や出来事に対する関
心が古代の「歴史」概念に探られるからである。人間事象の領域の「慰めなきでたらめ」
を歴史という大きな過程の全体として捉えた「近代の歴史哲学は、その古い不名誉から政
治そのものも救うことに失敗した」し、「政治の領域を構成する一つ一つの行いや行為は
辺獄に捨て置かれた」（BPF, 86）。これに対して、古代の「歴史」概念― ギリシアやロ
ーマ―では、「行われたことや起こったことはいずれも、その一つ一つの形態のうちに、
「一般的」な意味の一端を含み、それを露わにしており、また有意味になるために〔全て
を〕展開し飲み込んでいく過程など必要としなかった。〔……〕。ヘロドトスの物語の流れ
．．．．．
は、数多くの物語に余地を残すほど十分に緩やかであるが、その流れの中に、 一般が特殊
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
に意味と意義を与えることを示すようなものは何もない 」（BPF, 64）。近代の歴史哲学と
は対照的に、古代において人間事象の領域は、一つ一つの行為や出来事が生じることによ
って初めて、そしてその度毎に、それぞれの文脈として立ち現われ、文脈として意味を与
えられた。そこでは、「特殊 （the particular ）」がそれ自体で「意味」という「一般 （the
general）」を露わにするとされ、文脈や過程が露わにする「一般」に「特殊」が包摂され
るわけではなかったのである。
「歴史の概念」論文は、近代の歴史哲学によって覆い隠されてしまった、古代の「歴史」
の意味や経験を蒸留するものであると同時に、そこで拾い上げられた古代の 「歴史」に、
個別具体的な行為や出来事そのものに「関心」を向ける歴史哲学の可能性を見るものであ
ると理解できる。そして、ここでの「特殊」や「一般」という語法、ひいては「一般が特
殊に意味と意義を与えることを示すものは何もない」という一節は明らかに、アーレント
がカントの『判断力批判』から援用する「反省的判断」と「規定的判断」を思わせる。す
なわち、歴史過程全体が露わにする「一般」に「特殊」を包摂する「規定的判断」にでは
なく、ただ「特殊」のみが与えられているところで「意味」という「一般」を発見する
「反省的判断」に、アーレントは個別具体的な行為や出来事を注視する歴史哲学や「政治
への関心」を見出していると考えられる。
こうした議論を考慮に入れるとき、「文化の危機 ― その社会的‐政治的意義」（以下
「文化の危機」論文と略記）やそこで展開されるカントの反省的判断力論の活用は、全く
異なった様相を見せる。すなわち、ロナルド・ビーナーがアーレントの反省的判断論を実
践的判断／歴史的判断という前期／後期に分かれる二分法で解釈したのに反して、アーレ
ントの判断論は既に「文化の危機」論文から過去や歴史上の「特殊」に関わるものであり、
その意味で「政治への関心」論文の延長線上に位置づけられる 16 。というのも、「文化の
アーレントの政治的判断論に関するロナルド・ビーナーによる研究（1982）によれば、アーレン
トの判断論は 1971 年を境に前期の実践的判断論と後期の回顧的判断論に二分されている。アーレ
ント研究おいて長らく支配的であったビーナーの二分法的解釈は、『過去と未来の間』や「文化の
危機」論文の文脈を見落とした誤 読にそもそも基づいていたということになる。宮崎裕助（2020）
は、前期／後期という解釈を引き継いでしまっているが、一方で政治的判断と歴史的判断とが時

16
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．．．．．
危機」論文の主題は、過去の証言 である文化的対象物の「対象物としての地位」の喪失と
．．．．
いう危機だからである（cf. BPF, 199）。文化的対象物はかつての社会では「瓦礫の山 に見
えるほどにまで解体されたが、それらが消えることはなかった」（BPF, 202）のに対して、
現在では「ある特殊な種類の知識人」による大衆の娯楽産業に合わせた文化的対象物のダ
イジェストの大量生産によって消費財化されている（cf. BPF, 204）。「歴史の天使」の足元
にはもはや瓦礫すら積もらない 17 。
「文化の危機」論文が警鐘を鳴らす危機は、ベンヤミン論文のそれよりも深刻であるが、
ア ー レ ン ト は こ う し た 状 況 に 一 定 の 好 機 を 見 て も い る 。「 確 か に こ の 〔 伝 統 の 断 絶 と い
う〕事実は嘆かわしいかもしれないが、そこには、いかなる伝統によっても乱されていな
い眼で、すなわちローマ文明がギリシア思想の権威に下って以来、西洋的な読解や聴取か
らは消えてしまった率直さで、過去を見る大きな機会が含まれている」（BPF, 28）。ロー
マ文明とギリシア文明の出会いを最後に西洋から失われたとされる過去への「率直さ
（directedness ）」は、 未 だ「歴史な き荒野」 であ った 19 世 紀のアメ リカ にも （cf. BPF,
201）、過去のテクストを「新しい眼で」、その「率直さと活発さ」（EU, 434）でもって読
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
むハイデガーにも見出されていた。伝統によって濁らされていない眼で過去の行為や出来
．．．． ．． ．．．．．．
事という 「特殊 」を眼差すこと 、この課題が「政治への関心」論文からアーレントの思索
を貫き、『過去と未来の間』で顕然化している。
無論、この課題には「歴史性」という大きな問題が伴う。アーレントは、過去を見遣る
者たちがどこか歴史性を免れた視点―カフカの寓話に従えば、過去と未来の両者に攻め
られる思考が夢見る「これまでのどんな夜よりも暗い夜」（BPF, 7）―から過去を判断
できるとも、しかしただ歴史性に従属するだけであるとも考えていない。こうした緊張は、
過去の伝承をめぐってハイデガーから引き継がれ、ガダマーともある程度は通底するもの
であろうが、本稿では詳論できない。ただし、新しい眼で過去の「特殊」を見るという課
題を、「文化の危機」論文における反省的判断論が引き受けていることは確かであ ろう。
既に触れたように、アーレントにおいて「反省的判断」は、ただ「特殊」のみが与えら
れているところで「意味」という「一般」を発見する精神活動である。それは、ハイデガ
ーに欠けているとされた具体的な行為、行為者、出来事という「特殊」から政治や人間事
象の意味を探究する態度であると理解できる。また、同時期の「政治入門」草稿で論じら
れるとおり、あらゆる判断 （Urteil ）には先入見 （Vorurteil）が伴うがゆえに、反省的判
間的なベクトルを異にしつつも反省的判断に根ざしたものであることを論じている。 また、柿木
（2021）は「第二章 メシアニズムなきメシア的なものの系譜」において、ベンヤミンやデリダ
との連関の中でアーレントにおける「過去と未来の間の裂け目」としての「現在」に触れ、それ
が過去や歴史をめぐるものであったことを論じたが、こ の解釈は『過去と未来の間』の時点で既
にアーレントの判断論が過去や歴史についてのものであったことを間接的に示すものでもある。
17 「文化的世界のもつ対象物としての地位」の喪失は「伝統の断絶」と密接な関係にある。ただし、
「文化の危機」論文によれば、ヨーロッパで 20 年代から文化的対象物が接触を遠ざける鑑賞物と
しての地位だけでなく使用価値や交換価値も失い始めたというだけで は「対象物としての地位」
が損なわれることはない。その喪失は、複製技術や映像技術、その市場的散布そのものではなく、
一種の知識人が大衆の娯楽に合わせて文化対象物を改編、短縮、要約し、そのキッチュを文化的
対象物と代替し、文化的対象物が消費財化されてしまうことである。それは、文化的対象物とそ
こに記された無数の過去を「瓦礫の山」としてさえ残さないという 意味で、ベンヤミンやアーレ
ントのような「蒐集家」の願望さえ挫く危機であろう。
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断が行われるのは、既に発見されている一般に特殊を包摂しようとする先行判断を幾度も
揺るがす限りであり（vgl. WP, 20ff.）、その意味で「特殊」を「新しい眼で」判断しよう
と努める 18 。さらに、こうした反省的判断は、文脈や因果関係を前提とせずに、ただ過去
の出来事という「特殊」に「一般」を発見する古代の「歴史」概念に重ねられるが、この
発想はまさに、ベンヤミンが書き遺した、過去の出来事を「歴史の連続を打ち砕いて取り
出す」こと、その「過ぎ去ったものへの虎の跳躍」であろう 19 。アーレントによれば、こ
の判断は、「拡張された思考様式」（カント）において再現前された複数的な他者たちの意
見やパースペクティヴの間で得られた仮想的な「合意」に基づく「潜在的な妥当性」を得
ることで、その恣意性を拭いつつ遂行される。しかし、それでもなお、反省的判断をする
「真珠採り」は、あくまで過去の特殊を海底か ら暴力的に「捥ぎ取る」のであり、過去の
出来事をそれが根ざしていた時代という海底から判断するのでもなければ、現在の地平か
ら過去のテクストとの対話を企てるのでもない。再び引用するならば、「生きた目や生き
た骨はそのように新しい思想の「致命的な衝撃」によって解釈されながら、それらの文脈
に暴力を加えることによってのみ、現在へと救出され引き上げられうる」（MDT, 201）。

おわりに
本稿では、アーレントのベンヤミン論から出発し、年代的には遡りつつも「政治への関
心」論文や『過去と未来の間』の諸論文の間を渡り歩きつつ「真珠採り」の態度に接近し
てきた。ベンヤミン論文ではハイデガーとベンヤミンが奇妙なほど近づけられていたが、
「政治への関心」論文では、超越的な「永遠の尺度」に抜け出すことなく、あくまで生の
諸構造の内側で政治や人間事象を見遣る「関心」と「新しい眼で」テクストを読むことを
ハイデガーに学びつつも、具体的な行為や行為者、出来事といった「特殊」に対する「関
心」の不足をハイデガーに認めていた。本稿ではその上で、こうした議論がいくつかの作
品を介して『過去と未来の間』の諸論文で引き継がれていることを確認しながら、過去の
「特殊」に「意味」という「一般」を発見しつつ拾い集める「真珠採り」の態度が反省的
さらに言えば、ベンヤミン論文では、蒐集家（ひいては真珠採り）が、非必需品や無用な物を蒐
集する情熱に駆られているという文脈で、不意に「関心なき適意」（MDT, 197）という『判断力
批判』の表現が引用されているが、「文化の危機」論文では「関心なき適意」が物事を有用性から
しか判断しないバナウソスの心情と対置され、反省的判断が行われる際の心情として論じられて
いる（cf. BPF, 219）。このことは、アーレントが「真珠採り」の態度に相応しい歴史的判断として
反省的判断を念頭に置いていたことの一つの証左であろう。
19 ただし、歴史上の泡沫のような出来事に意義を見出そうとする態度は、ハイデガーから学んだも
のでもあるように思われる。ハイデガーのナチ入党（1933）から続いた 2 人の絶縁状態が解消さ
れた 1950 年 2 月の約 2 ヶ月後、ハイデガーはアーレントに次の一節を含む手紙を送っている。
「〔……〕単に歴史学的に表象された歴史が必ずしも本質的な人間存在を規定するとは限らない
から、持続とその長さは本質的なものの尺度では決してないこと、その突然さにおける一瞬の半
分もない瞬間のほうがより完全であるかもしれないこと、人はこの存在に備え、もう一つの
Gedächtnis を習得しなければならないこと、これら全てに加えて、さらに或る最高の重要事の前に
立たされていること、ユダヤ人およびドイツ人の運命は我々の歴史学的考量には手にしえないそ
れ独自の真理をもつこと、である」（1950 年 4 月 12 日『アーレント＝ハイデガー往復書簡 19251975』）。
18
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判断論に求められていることを示した。アーレントの政治哲学は、最初期の「政治への関
心」論文から、様々に現われる特殊や個別具体的なものの意味を人間事象の内側で思索し
つつも、現在に拘泥することなく過去や死者たちとともに生きる政治を 、ハイデガーとベ
ンヤミンの歴史哲学の間で考究するものなのである 20 。
最後に、ベンヤミンの「歴史の天使」は、「言語一般と人間の言語について」の議論を
引き継いでいる。「地上の被造物一つひとつをその名で呼び、そのそれぞれ特異なありさ
まを語り出す「名」の力は、今や「歴史」が抑圧してきたものの存在を現在に救い出す
「微かなメシアの力」として発揮されうるのだ」（柿木, 2021: 315 頁）。事物や自然の黙せ
．．．．
．．．．
る言葉を聴き届け 、それに応じて事物や自然を名付ける ことができたアダムの言語からす
れば、「判断（判決, Urteil）」など知恵の実を食べた人間の、堕落した言語の姿にすぎない。
神話上の堕落によって聴力もネーミングセンスも失った人間の言語に、それでもなお、単
なる「抽象の伝達」に陥らず、「具体的なものの伝達 （die Mitteilung des Konkreten ）」に
関わりうる「判断（Urteilen）」とそこから出発する政治の可能性を、アーレントは探って
いたかのようである。
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2021: 159）。アーレントがこの対比をいかに捉えていたかについて本稿では詳論できないが、ハイ
デガーとベンヤミンの間で死者たちと共に生きる政治を模索していることは確かであろう。

20

83

「真珠採り」の態度（青木崇）
ⓒ Heidegger-Forum vol.16 2022

藤和夫訳『精神の生活』岩波書店、1994 年）。
― （1982）. Lectures on Kant’s Political Philosophy , edited and with Interpretive Essay by Ronald
Beiner, The University of Chicago Press. （R. ベイナー編、浜田義文訳『カント政治哲
学の講義』法政大学出版局、2009 年）。
― （1993）. Was ist Politik?: Fragmente aus des Nachlaß , hrsg. von Ursla Ludz, Piper Verlag GmbH.
（佐藤和夫『政治とは何か』岩波書店、2004 年）。
― （1994）. Essays in Understanding 1930-1954, ed. by Jerome Kohn, Harcourt Brace & Company.
（齋藤純一他訳『アーレント政治思想集成 1、2』みすず書房、2002 年）。
Meinecke, F. （1959）. Die Entstehung des Historismus, hrsg. von Carl Hinrichs, De Gruyter Oldenbourg.
（菊盛英夫・麻生健訳『歴史主義の成立 下』筑摩業書、1985 年）。
Benjamin, W. （ 1921）. Über Sprache überhaupt und über die Sprache der Menschen. Gesammelte
Schriften （1991） , Bd. Ⅱ -1, Suhrkamp Verlag.（浅井健二郎・久保哲司訳『ベンヤミ
ン・コレクション１ 近代の意味』ちくま学芸文庫、1995 年）。
Heideg ger, M. （1927）. Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag.（細谷貞雄訳『存在と時時間〈上〉
〈下〉』ちくま学芸文庫、1994 年）。
Arendt / Heideg ger （1999）. Hannah Arendt / Martin Heideg ger : Briefe 1925 bis 1975, hrsg. von
Ursla Ludz, Vittorio Kloster mann. （大島かおり・木田元訳『アーレント ＝ハイデガ
ー往復書簡 1925-1975』みすず書房、2003 年）。
Arendt / Benjamin（2006）. Arendt und Benjamin: Texte, Briefe, Dokumente , hrsg. von Detlev Schöttker,
Erdmut Wizisla, Suhrkamp Verlag.
Habermas, J. （1972）. Bewußtmachende oder rettende Kritik: die Aktualität Walter Benjamins, in
hrsg. von Unseld, S. Zur Aktualität Walter Benjamins , Suhrkamp Verlag.（好村冨士彦監訳
『ベンヤミンの肖像』西田書店、1984 年）。
Villa, R.D. （1996）. Arendt and Heideg ger : The Fate of the Political , Princeton University Press.（青木
隆嘉訳『アレントとハイデガー：政治的なものの運命』法政大学出版局 、2004 年）。
― （2020）. Arendt, Heideg ger and the Western Political Philosophy, in Heideg ger-Forum Vol. 14.
（ 青 木 崇 訳 「 ア レ ン ト と ハ イ デ ガ ー 、 そ し て 西 洋 政 治 哲 学 の 伝 統 」『 Heideg gerForum』Vol. 14、2020 年）。
Benhabib, S. （ 1996, 2003 ） . The Reluctant Moder nism of Hannah Arendt , Rowmann & Littlefield
Publishers, Inc.
Simay, P. （ 2005 ） . Tradition as Injunction: Benjamin and the Critique of Historicism, in Andrew
Benjamin （ed.）. Walter Benjamin and Histor y, Continuum.
Bernstein, R.J. （2013）. Violence: Thinking without Banisters , Polity Press.（齋藤元紀監訳『暴力：手
すりなき思考』法政大学出版局、2020 年）。
― （2018）. W hy read Hannah Arendt now. Polity Press.
ロドルフ・ガシェ著、宮崎裕助編訳『脱構築の力』月曜社、2020 年。
柿木伸之『断絶からの歴史 ―ベンヤミンの歴史哲学』月曜社、2021 年。
金成祐 人「 本来 的自 己は 孤 独なの か ― ア ーレ ント と ハイデ ガー にお ける 複数 性 」『 ア ーレ ン
ト・プラッツ』第 5 号、2020 年。
宮崎裕助「判断 ―政治的なものと歴史的なものの交叉」『アーレント読本』法政大学出版局、
2020 年。
青木崇「政治的なものの諸断片 ―ハンナ・アレントの公共性論をめぐる解釈とその振幅」『思
想』4 月号、2019 年。
― 「赤子はどこへ生まれるか ―ハイデガーとアーレント、可死性と出生性」『アーレント・
プラッツ』第 6 号、2021 年。

84

根源的な非本来性とケア（松本卓也）
ⓒ Heidegger-Forum vol.16 2022

根源的な非本来性とケア
―『存在と時間』における「依存忘却」について―
松本 卓也 （京都大学）

Original inauthenticity and care
― On the forgottenness of dependency in Being and Time

Takuya MATSUMOTO
In his theory of care (Sorge) in Being and Time, Heidegger
distinguishes three types of care; (1) concern (Besorgen), (2) substitutional
care (einspringende Fürsorge), which sometimes at risk of leading to
“dependence” or “domination” and is associated with the One (das Man),
and (3) preceding care (vorausspringende Fürsorge), which is associated with
emancipation and authenticity (Eigentlichkeit). In response to this argument,
the Daseinanalysis of Medard Boss and the phenomenology of care
influenced by Benner and Wrubel’s The Primacy of Caring have focused
especially on the consideration of (3) preceding care.
On the other hand, however, Heidegger in The Basic Problems of
Phenomenology states that the self-understanding of the One is not
ungenuine (unecht). Therefore, it is necessary to examine not only (3)
preceding care, which has been emphasized so far, but also how (2)
substitutional care functions and what role it plays in clinical practice.
What we have focused on is the discussion of the treatment by
Ludwig Binswanger and Wolfgang Blankenburg, where they rather seem to
emphasize (2) substitutional care. By referring to Simon Critchley’s
concept of “original inauthenticity,” their arguments allow us to reassign
clinical significance to concepts that have not been previously regarded as
authentic. Heidegger’s theory of care, then, is re-interpreted as not
designed to criticize “dependence,” but to appreciate “dependence on
others” in a positive sense as seen in self-help groups such as Alcoholics
Anonymous or Tojisha-kenkyu.
Keywords: inauthenticity, care, dependence, phenomenological psychopathology
キーワード：非本来性、ケア、依存、現象学的精神病理学
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１．はじめに
精神病理学は、マルティン・ハイデガーの哲学から大きなインスピレーションを得るこ
とによって発展してきた。とりわけ、人間（現存在）を 世界内存在として―つまり、単
に客観化可能な現実のなかにあるものとしてではなく、世界の成立それ自体と切り離すこ
とができないものとして―捉える見方は、統合失調症やうつ病といった病理を患う人々
がどのように世界を経験し、また自己を経験しているのかを明らかにするための手がかり
となった。すなわち、病者においては、世界の成立と自己の成立の両方が（等根源的に）
．．．．．．．
うまくいかなく なっているのであり、そのような事態がこれまで精神病 理学者によって「自
然な経験の非一貫性」（ルートウィヒ・ビンスワンガー）や「自然な自明性の喪失」（ヴォ
ルフガング・ブランケンブルク）といった用語でピン留めされてきたことは周知のとおり
である。
そのようなハイデガーの哲学の臨床的応用のなかで、私たちにとって特に興味 深いのは、
ビンスワンガーによる「人間学的均衡」論 1である。この議論の要点は、人間（現存在）を
垂直と水平の 2 つの方向の拡がりの空間のなかに棲まう存在者と捉え、精神的な「健康」
とは垂直方向と水平方向のあいだにちょうどいい均衡が取れていること であるとする考え
方である。特に統合失調症の場合では、病前から「自然な経験の非一貫性」のために世界
．
．
のなかに自然に棲まうことができずに、水平方向（身近 なひとびとや隣 人との付き合いや、
．．．
世界を旅して見聞を広げる こと―こういった表現においていずれも水平方向の拡がりと
関連する言葉が用いられることは理由のないことではない）の空間がやせ細ってしまう。
．．
そのため、いわばそのような苦難を一撃でなんとか 解決しようとして、垂直方向の高み ―
たとえば、「神の似姿である人間の理想とは何か？」「父であるとはどのようなことか？」
「主体とは何か？」といった問いと、その問いのたったひとりでの解決の試み ―へと過
剰に跳躍する「思い上がり（Verstiegenheit）」が生じる。統合失調症はこのような垂直方向
と水平方向のあいだの均衡を欠くがゆえに、挫折すなわち墜落を運命づけられた飛翔とし
ての「思い上がり」のなかで発病するのだとビンスワンガーは考えたのである。
この考えは、20 世紀の精神病理学の思考の型を、ひそかに、しかしその ぶん強力に規定
してきたように思われる。実際、木村敏は自分の仕事が「ビンスワンガー から何かを引っ
張り出して、自分自身の中へ取り込んだ」2ものであることを隠していない。ビンスワンガ
ーは、空間論として構想されたその「人間学的均衡」論において、垂直方向における「上
昇」を表す表現の背後には時間性が同時に意味されていると指摘していたが、木村の名高
い「アンテ・フェストゥム」論はまさにビンスワンガーの垂直方向を時間論へと置き換え
たものにほかならない。また、のちに述懐しているとおり、この時期の木村は 「自己を垂
直に掘り下げてそこに時間との等根源性を見出し、他者との水平的な関係もそれ〔＝垂直

ルートウィヒ・ビンスワンガー（宮本忠雄，関忠盛訳）
『思い上がり・ひねくれ・わざとらしさ ―
失敗した現存在の三形態』，みすず書房：東京，2000 年．
2 木村敏，村上靖彦「統合失調症と自閉症の現象学」
『現代思想』，38(12)，2010 年，34-58 頁．
1
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方向〕に吸収しつくそうという方向で動いていた」3のであって、ここには統合失調の病理
．．．．．．．．
の把握のみならず、精神病理学の基本的傾向としての 垂直方向の特権化 と呼ぶべき事態が
明白にあらわれている。
また、すでに別稿で論じておいたとおり、フランスにおけるハイデガー受容においても、
当然のように時間論が重視されると同時に、やはり垂直方向の特権化と呼ぶべき事態が生
じていた 4。精神分析においても、たとえばジャック・ラカンの 1953 年の「ローマ講演」 5
では、精神分析においてなされる語り（パロール）が、
「空虚な語り（ parole vide）」と「充
実した語り（parole pleine）」の 2 つに分極させられているが、前者（たとえば、身近な他者
への不平不満）が想像的な誤認（méconnaissance）のみをもたらすのに対して、後者（たと
えば、症状を形成している言葉に刻まれた主体の象徴的布置への気付き）は時間の契機を
通じた主体の歴史の象徴的な承認（reconnaissance）をもたらしうるとして、後者にのみ高
い価値が与えられている。この 2 分法がハイデガーの「空談（Gerede）」や「運命（Schicksal）」
についての考察に端を発していることは言うまでもない。ラカンは、分 析家と分析主体（被
．．．
分析者）のあいだの関係が、自我ともうひとつの自我のあいだの 横並び の関係でしかない
ような分析実践を痛烈に批判したが、それは（自我ともうひとつの自我ではなく）主体と
．．．
〈他者〉の垂直的 な関係を重視するためであったのである（このことは、分析主体を寝椅
子に横たわらせることによって、ふつうのカウンセリングにみられるような横並びの関係
を上下の非対称的な関係へと人工的に変貌させる、という精神分析技法の基礎とも無関係
ではない 6）。
だとすれば、このように垂直方向を特権化してきた精神病理学と精神分析は、それ自 体
が人間学的均衡を欠いたものだと言えるのかもしれない。実際、斎藤環 7は、精神病理学や
ラカン理論の「現代思想」的受容がしばしば「ここに人類の究極のアポリアの一つがある
のだ」式のクリシェに陥る一方で、治癒のための理論としては不十分であり、中井久夫を
例外として治癒の実相（寛解過程）を十分に正確に記述することができなかったことを強
く批判しているが、それは垂直方向の特権化とそれに伴う水平方向の等閑視によって生じ
たことであるように思われる。
また、このような批判は単に精神病理学や精神分析におけるハイデガー受容の特徴に 向
けられたものであるにとどまらず、特に精神病理学において「治癒」や「回復」の理論が
おろそかになっていたというきわめて具体的かつ深刻な瑕疵に向けられたものでもある。
実際、
「べてるの家」の活動で知られるソーシャルワーカーである向谷地生良によれば、統
．．
．．
合失調症の患者は、高み にいる「神」の話ではなく、日常における隣人 の話ができるよう
になったときに、ようやく回復のプロセスが始まるのだという。

木村敏『精神医学から臨床哲学へ』，ミネルヴァ書房：京都，2010 年，240 頁．
松本卓也「水平方向の精神病理学に向けて」『at プラス』，30，2016 年，32-51 頁．
5 Jacques Lacan, Fonction et champ de la parole et du langage, in Écrits, Seuil: Paris, pp. 237-322, 1966.
6 松本卓也「オープンダイアローグと精神分析」
『オープンダイアローグ 思想と哲学』，東京大学出
版会：東京，2022 年．
7 斎藤環，村上靖彦「オープンダイアローグがひらく新しい生のプラットフォーム」
『現代思想』，
44(17)，2016 年，28-58 頁．
3
4
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向谷地

面白いのはね、そういう話をしていくなかに、
〔身近な〕他者が出てこないんです。さっ

きの神様とのテレパシーもそうだけど、話題はつねに「テレパシーと神」なんですよ。／――神
と 1 対 1 なんですね。／向谷地

リアルワールドじゃない「アナザーワールド」のなかでその関

係に苦しんでいるんです。食事がまずいとかおいしいとか、誰々さんのことが好きだとか嫌いだ
とか、そういうリアルな現実との話がほとんど出てこないですよ。だから、そういう話が出てく
ると、
「あっ、回復が始まったな」と思う。むしろ、そういうことをいかに起こしていくか、って
いうことです。 8

もちろん、このような水平方向の治癒論・回復論が、精神病理学においてこれまでまっ
たくなされていなかったわけではない。後述するように、ほかならぬビンスワンガーが、
治癒は垂直方向の「父」から水平方向の「隣人」への方向転換において起こる（症例イル
ゼ）と述べているのである。また、精神分析においても、ラカンよりも後の世代の哲学者・
臨床家であるフェリックス・ガタリやジャン・ウリには、垂直方向を特権化する議論への
抵抗を読み取ることができる。ガタリやウリがしばしば用いる「斜め横断性（ transversalité）」
よこならび

おしつけ

という空間的な概念は、精神科病院のなかでの日常的な実践において、水 平 性と垂直 性を
ともに乗り越えるためのものとして用いられている 9。このことは、垂直方向の特権化と水
平方向の軽視を逆転させ、単に水平方向を重視すれば良いというわけではなく、そもそも
水平方向とは一体どんなものであるのかを探求した上で、あらためて垂直方向と水平方向
の「均衡」について考えることが必要であることを示唆しているように 思われる。
では、水平方向において、一体どんなことが起こっているのだろうか。本稿では、それ
を明らかにするために、ハイデガーの『存在と時間』10を再検討してみることとしたい。こ
の作業は、先述したとおり垂直方向の特権化を基調としてきた精神病理学を現代において
鍛え直すためにも重要であるように思われる。

２．ハイデガーの「気遣い」論について
さて、私たちは、ビンスワンガーの空間論的な「人間学的均衡」論から出発し、特に 水
平方向の空間において何が生じているのかを問うている。ハイデガーにおいては、空間は
人間（現存在）が道具と交渉する場として捉えられており、私たちのいう水平方向におけ
る他者との関わりは、特に彼の「気遣い（Sorge）」論において展開されている。

向谷地生良「向谷地さん、幻覚妄想ってどうやって聞いたらいいんですか？（第 1 回）その神様っ
てどのへんにいるんですか？」『精神看護』，19(2)，2016 年，137-142 頁．
9 フェリックス・ガタリ（杉村昌昭，毬藻充訳）
『精神分析と横断性』，法政大学出版局：東京，1994
年，131 頁．
10 以下、
『存在と時間』（熊野純彦訳，岩波文庫：東京）からの引用については、文献指示が煩雑に
なることを避けるために、本文中に「SZ」の記号の後に原書ページ数と段落番号を記す。『ハイデ
ッガー全集』
（創文社：東京）からの引用については、同様に「GA」の記号の後に原書ページ数を
記す。
8
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まず、ハイデガーの気遣い論の概略を確認しておこう。以下、気遣いについて論じられ
ている『存在と時間』26 節を中心に、その下書きとも言える『論理学 ―真理への問い』
における気遣いへの言及（GA21, 220-234）も参照しつつ説明することとするが、彼によれ
ば、気遣いには大きく分けて「配慮的な気遣い＝配慮（Besorgen）」と「顧慮的な気遣い＝
顧慮（Fürsorge）」があるのだという。「配慮」とは、「世界内部的に手もとにあるものに目
くばりしながら交渉すること」（SZ121/330）である。対して、「顧慮」とは、「現存在が共
同存在としてかかわる存在者」への気遣いのこと（SZ121/330）である。簡単に言えば、
「配
慮的な気遣い」は世界のなかにあるハンマーのような道具（物）への気遣いであり、
「顧慮
的な気遣い」は同じ世界に棲まう他者（人）への気遣いであるといえよう。
ハイデガーは、後者の「顧慮」を、さらに 2 つに分けている。ここでは、しばしば使わ
れる用語法に従って、一方を「尽力的顧慮（einspringende Fürsorge）」、他方を「垂範的顧慮
（vorausspringende Fürsorge）」と呼んでおこう。こうして、私たちは気遣いのうちに、①「配
慮」、②「尽力的顧慮」、③「垂範的顧慮」の 3 つを区別できることになる（表 1）。
表 1

ハイデガーにおける 3 つの気遣い

③本来的な顧慮的な気遣い
垂 範 的 顧 慮 （ vorausspringende
Fürsorge）

（垂直方向の気遣い）
→

②（非本来的な）顧慮的な気遣い
気遣い

他者への気遣い

尽力的顧慮（einspringende Fürsorge）

（Sorge）

本来性

他者から気づかいを取去
る気遣い、手もとにある
ものを介した他者への気
遣い
（水平方向の気遣い）
→

①配慮的な気遣い（Besorgen）

依存・支配

手もとにあるもの（道具）
への気遣い

②の尽力的顧慮の例として、ハイデガーは「食べるもの、着るものについての「配慮的
な気遣い」」や「病んだ身体の看護」といった事柄を挙げている。ここで注意しておかなけ
ればならないのは、
「病んだ身体の看護」がまさに他者への気遣いと言うべきものであるの
に対して、
「食べるもの、着るもの」への気遣いは、それ自体は①の配慮であるという点で
ある。ここでハイデガーが言おうとしているのは、他者がどんなものを食べるべきである
か、着るべきであるか、ということであり、それはいわば①の道具（物）への配慮を通じ
た、他者への気遣いなのである。実際、ハイデガーは「Fürsorge」という言葉が「福祉」を
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意味することを意識しつつ、
「事実的な社会制度としての「顧慮的な気遣い」
〔＝福祉〕
（…）
がじじつ緊急に必要であることは、顧慮的な気遣いが欠如した様態のうちに、現存在がさ
しあたりたいていは身をおいている事情に動機づけられたものである」（ SZ121-2/331）と
述べているが、たとえば貧困の事例について考えてみれば、②の尽力的顧慮に道具（食べ
物や着るもの）への配慮を通じた他者への関係が含まれることには不思議な点はない。
ところが、このような②の尽力的顧 慮には、否定的な側面も存在する。ハイデガーは、
「たがいに協力し、反目しあい、また、たがいにそしらぬ顔をしあったり、すれちがった
り、こころに懸けあわなかったりすることも、顧慮的な気遣いの可能な様式である。しか
も、最後に列挙した欠如と無差別という様態こそが、まさに日常的で平均的な共同相互存
在を特徴づけるものにほかならない」（SZ121-2/331）と述べており、つまりは気遣いには
．．．．．
気遣わない ことも含まれるというのである。
また、仮に②の尽力的顧慮という仕方で他者を気遣ったとしても、それは他者の代わり
に「してあげる」気遣いにすぎない場合もある。
『論理学』においては、この②の尽力的顧
慮は「非本来的な顧慮的な気遣い」であるとされているが、それは、この気遣いが、他者
が自分で配慮すべき（あるいは、自分で配慮できるようになるべき）事柄について、その
ひとの代わりに「してあげる」という形式でなされるものである以上、他者の現存在は自
らの気遣いを取り去られてしまい、固有な自己を喪失した「非本来的な現存在」にとどま
ってしまうからであるとされている（GA21, 223-4）。『存在と時間』においては、②の尽力
的顧慮について「非本来的」という形容はなされていない。しかし、それでも「そうした
顧慮的な気遣いにあっては、他者は依存し支配される者（…）となる場合がある」
（ SZ122/332）
と言われているように、
「依存」や「支配」といったあり方に陥る危険性をもつのが、この
②の尽力的顧慮なのである。池辺が、「「他者のために」という思いが判断の根拠であるに
せよ、他者の代わりに問題を引き受けて問題の解決にあたることは、自らの価値観を他者
に押しつけることを強いる。さらには当事者である他者の意志を押さえつけてしまうこと
にもなりかねない」ことから、これを「パターナリズム的な性格に満ちた顧慮」11と呼んで
いることも頷けるであろう。
他方、③の「垂範的顧慮」は、『論理学』と『存在と時間』の両方において、「本来的」
であるという形容がなされている。というのも、この気遣いは「他者の代わりに飛び込む
．．．．．．
というよりは、その他者の実存的な存在可能についての当人に先だって飛び 、他者から「気
遣い」を取りさるのではなく、気遣いを本来的にそのものとして他者に与えかえす」
（SZ122/333）可能性をもっているからである。実際、他者に対して「ああしろ、こうしろ」
と言うことは②の尽力的顧慮に相当するが、そのような気遣いが他者を自分の思うように
支配したり依存させてしまう可能性があるのに対して、他者に対して具体的な指示をする
のではなく、何かを手本のようにやってみせ、その姿をいわば「背中で語る」ような仕方
で他者に見せることによって、他者が自分自身で思考したり行動したりすることを可能に
することは③の垂範的顧慮に相当するであろう。その意味で、この本来的な気遣いは、現

池辺寧「ハイデガーにおける気づかいの概念 ―ケア論への応用をめぐって」『介護福祉学』，
14(1)，2007 年，17-26 頁．

11
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存在が固有な自己を獲得することで他者にも効果が及ぶような「本来的な顧慮的な気遣い」
であるとされているのである（GA21, 224）。
なお、『存在と時間』において、26 節の気遣い論につづく 27 節以降では、②の尽力的顧
慮 だ け が 取 り 扱 わ れ 、 そ こ か ら 世 人 （ das Man ） に よ る 平 準 化 （ Einebnung ）、 公 共 性
（Öffentlichkeit）の議論が展開される。言い換えるなら、②の尽力的顧慮は、前節で述べた
．．．
水平方向の空間を規定する気遣いのあり方であり、それゆえに人間（現存在）を 横並び に
してしまう、と考えられているのである。反対に、
『存在と時間』において③の垂範的顧慮
が再び取り上げられるのは、単独化し、決意した現存在が、他者たちにとっての「良心」
となる際の―いわば垂直方向の―気遣いとしてである（SZ298/898）。ラカンの用語を
使うならば、前者の②は「空虚な語り」に、後者の③は「充実した語り」にそれぞれ対応
する気遣いとして位置づけられていると言えるだろう。

３．「気遣い」論の臨床的応用Ⅰ
―メダルト・ボスと現象学的看護論における本来性の重視
さて、この③の垂範的顧慮の特徴について、一点指摘しておきたい。すなわち、この気
遣いは、
「本質的に、本来的な気遣いに―すなわち他者の実存に―かかわるものであっ
．．．
て、他者が配慮的にきづかう〈なにに 〉（Was）にかかわるものではない」（SZ122/333）と
されており、つまり、ハイデガーの気遣い論において、②の尽力的顧慮は①の配慮と関わ
りがあるのに対して、本来的であるとされる③の垂範的顧慮においては①の配慮 とは関わ
らないとされているのである。
このような特徴は、ハイデガーの気遣い論を臨床に応用する際に、際立ってくる。たと
えば、メダルト・ボスは、フロイトの技法論をハイデガーの気遣い論を使って解釈し、現
存在分析家は②の尽力的顧慮をしてはならず、③の垂範的顧慮を目指すべきであると主張
している。

かかる《尽力的な顧慮》を避けるようにとの注意に相応して、分析医のとるべき心構えについて
．．．
のフロイトの積極的 な規定は、本質的には以下のような意味になる。分析医は患者との関係にお
いてつぎのような顧慮をしなければならない。つまり他人のために尽力するというよりは、彼の
ためにその実存的存在可能について先立って手本を示し（Vorausspringen）、彼から《悩み》
（Sorge）
を取り去るのではなく、むしろまさに悩みを悩みとして本来的に彼に返し与えるのである。かか
．．．
．． ．．
る顧慮こそ他人をしてみずからが悩みのうちに あることを透見させ、それにむか って 自由になる
ことを助けるのである。しかしながら現実に患者に対して人間として先立つ（voraus）ためには、
医師自身がまず《分析的純化》をうけていなくてはならない。 12

12

メダルト・ボス（笠原嘉，三好郁男訳）
『精神分析と現存在分析論』，みすず書房：東京，1962 年，
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なるほど、たしかに臨床場面において、患者に個別の事柄について「ああしろ、こうし
ろ」ということは、たとえそれが成功したとしてもハイデガーが言うように「依存」や「支
配」を生み出してしまうだろう（これは、フロイトが催眠を放棄した理由でもあった）。そ
して、自分のことを自分自身で悩む―この言葉が適切かどうかは別として―力をつけ
（させ）ることの重要性は言うまでもないだろう（ゆえに、ラカン派では被分析者のこと
．．
を分析主体 と呼ぶのである）。このような考え方は、ラカンが、自我と自我のあいだの水平
的な関係ではなく、主体と〈他者〉のあいだの垂直的な関係を重視したこととも対応して
いる。
しかし他方で、もし③の垂直方向の気遣いに際して、ハイデガーが言うように「他者が
．．．
配慮的にきづかう〈なにに 〉」が一切関わってこないとすれば、それはあまりにも形式的な
議論になってしまうのではないかという懸念がある。一方に他者（＝治療者）がいわゆる
空白のスクリーン（自分を映す鏡）となるという理想があるとしても、他方ではその他者
．．
（＝治療者）は自分の何に 着目しているかに気づくことを通じて、自分が何を避けている
のかが明らかになったり、思考が進んだりすることは珍しくない。
また、ベナーとルーベルの現象学的看護論においても③の垂範的顧慮が重視されており、
彼女らはこの気遣いを「看護ケア関係における究極的な目標」とまで評価している。とい
うのも、「それは他者がこうありたいと思っているあり方でいられるようその人に力を与
えるような関係であり、看護関係の究極的な目標をなすものである」 13 からである。しか
．．
し、この議論は、看護ケアにおいて他者との関係のなかで自分が具体的な 何に 配慮するの
かというきわめて重要な問題を等閑視させてしまいかねないように思われる 。実際、榊原 14
が指摘しているように、現象学的看護研究においてしばしば記述される「他者を介した」
看護師の自己了解は、単に「非本来的」なものとして切り捨てられるべきではないが、き
．．
わめて具体的な何に と関わるそのような気遣いについての考察は、③の垂範的顧慮に関す
る議論を参照することによって逆に困難になってしまいかねない。
また、ベナーとルーベルが称揚する③の垂範的顧慮について、やはり榊原が「「前もって
その他者の前で飛んで手本を示す（vorausspringen/vorspringen）」関係は、なるほどその他者
と「向き合って」はいるかもしれないが、同じ方向を目指して共に歩もうと「寄り添う」
関係にはなっていない」こと、そして、
「「決意した現存在は他者たちの「良心」
（ »Gewissen«
der Anderen）となることがありうる」というハイデガーの良く知られた言明に、ある種の
「押しつけがましさ」を感じるのは私だけではない」15と述べているように、②の尽力的顧
慮がパターナリズム的であるのとは少々違った意味において、③の垂範的顧慮もまたある

52-53 頁．
パトリシア・ベナー、ジュディス・ルーベル（難波卓志訳）
『現象学的人間論と看護』，医学書院：
東京，1999 年，55-56 頁．
14 榊原哲也『医療ケアを問い直す ―患者をトータルにみることの現象学』
，筑摩書房：東京，2018
年，74 頁．
15 榊原哲也「フッサールとハイデガー ―ケアという事象をめぐって」
『Heidegger Forum』，9，2015
年，112-125 頁．
13
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種のパターナリズムに陥らないわけではないであろう 16。

４．「気遣い」論の臨床的応用Ⅱ
．
―精神病理学的治療論における非 本来性の重視
ところで、本稿の冒頭で引用した、回復の始まりにおいて現れるとされる「食事がまず
いとかおいしいとか、誰々さんのことが好きだとか嫌いだとか、そういうリアルな現実と
の話」とは、いったいどのような気遣いなのであろうか。
「誰々さんのことが好きだとか嫌
いだ」といった事柄は、他者への気遣いであり、かつ、本来的な③の垂範的顧慮ではない
ような気遣いである。また、
「食事がまずいとかおいしいとか」は①の配慮であるように思
われるが、このような気遣いが回復の始まりを画すると言われるのは、それが他者への気
遣い（この食事を作ったのは誰であり、周りの人々はこの食事をどのように捉えているか）
が問題になるからであろう。だとすれば、このような気遣いは、もちろん、それはハイデ
ガーが②の気遣いの説明において論じていたような、他者を依存させたり支配したりする
結果に終わる気遣い（尽力的顧慮）とは異質な点も含むものであるが、
『存在と時間』にお
ける理論的可能性としては、
『論理学』において非本来的とされていた②の気遣いの一種と
して分類しておくしかないように思われる 17。というのも、ここで言われている「リアルな
現実との話」においては、自分が道具や他者に対してもつ 配慮や、そして自分の道具との
関わりに対して他者がもつ顧慮が問題となるはずであり、つまりは本来的とされる③の垂
．．
範的顧慮においては等閑視されてしまう何に が重要視されているからである。
そして、このような②の気遣いの重要性については、
「気遣いに対する愛の現象学的優位」
を主張するビンスワンガーの『人間的現存在の基本形態と認識』18における主張や、
〈きみ〉
と〈私〉という相互性を重要視し、③の垂範的顧慮においても他者との共通性が必要であ
るとしたカール・レーヴィットの『共同存在の現象学』19において、すでに気づかれていた
ように思われる。ところが、このような―『論理学』における形容を借りれば―非本
来的な気遣いの可能性について、これまでの現象学的看護論と、その流れをくむケアの現
象学では十分に扱われてこなかったように思われるのである。
もっとも、ハイデガー自身は、②の尽力的顧慮を単に否定的なものとして退けているに
すぎないというわけでもない。実際、
『論理学』において②の尽力的顧慮に対して与えられ

実際、現代のいわゆるパワーハラスメントの事例には、仕事において上司が「ああしろ、こうし
ろ」と言うのではなく、むしろ「そんなこともわからないのか！」「自分で考えろ！」と言うこと
によって、部下から「《悩み》
（Sorge）を取り去るのではなく、むしろまさに悩みを悩みとして本来
的に彼に返し与える」仕方でなされているものも多いのである。
17 というのは、②の気遣いが支配や依存に陥ってしまうという事態は、あくまでも「可能性」とし
て記述されているからである（SZ122/332）。なお、ハイデガーは、②と③の気遣い「のあいだで日
常的な共同相互存在は保たれ、多様な混合形式を示す。それらを記述し分類することは当面の探究
の埒外にある」（SZ122/335）と言いつつ、その混合形式については論じていない。
18 Ludwig Binswanger, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins. Niehans: Zürich, 1942.
19 カール・レーヴィット（熊野純彦訳）
『共同存在の現象学』，岩波文庫：東京，2008 年，195-199 頁．
16
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ていた「非本来的」という形容は、
『存在と時間』においては（おそらくは熟考の末に）外
されているのである。また、先述したように、②の気遣いは世人による平準化を帰結する
ものとされているのだが、『現象学の根本諸問題』においては、「非本来的」とされる「世
人」の自己理解は真正でないわけではなく、
「実存しつつ情熱的に諸物に没頭することの内
部で、このように自らをもつことは、立派に真正であることができる」とも述べられてい
る（GA24, 228）。言い換えるなら、ハイデガーの議論のなかには、
「本来的」でかつ「真正」
．
である③の垂範的顧慮だけでなく、
「非 本来的」でありながらも「真正」であるような②の
尽力的顧慮にも同様に重要性を与えることのできる読み筋が走っているのである。
私たちの考えでは、ハイデガーの影響を大いに受けた現象学的精神病理学にもまた、ま
．．．．
さに非本来性 に重きを置く議論があったように思われる。たとえば、ブランケンブルクは
『自明性の喪失』の短いデカルト論において、次のよ うに述べている。

デカルトは、近代哲学の口火を切った彼の懐疑の試みを始める前に、まず当時の知識をくまなく
身につけようと努力したと書いている。彼は、伝統的学説の妥当性について最初にいくつかの疑
惑を抱いた後も、すぐさまこの実験へと飛び込んで行ったわけではない。一切の懐疑にもかかわ
らず彼はまず自分の教義を完全なものにした上で、次には理論的知識の全領域に加えて、さらに
できる限り広範囲な自然な（生の）経験を身につけるための旅へと出かけた。つまり彼はいわゆ
る「世間の人」20となった。そしてその後にはじめて、彼の実験にとってどうしても必要な極限的
な孤立を自らに課したのである。
（…）彼が『方法叙説』の冒頭で、
「健全な人間悟性」
（良識）を
宣言しているのも偶然ではない。彼によると、これほど公平に分配されているものはこの世にな
いのである。 21

．．
つまり、デカルトは「コギト」という哲学史上の重大な 跳躍 ―幼少期から故郷に安心
できるような居場所がなく、まさに水平方向がやせ細っていた彼にとって、この跳躍はま
さに発病と引き換えになされるはずの「思い上がり」でありえた 22―に先立って、各地を
放浪し、十分に「世人」となることによって、水平方向の拡 がりを確保していたのである。
言い換えるなら、彼は「見る前に跳ぶ」のではなく、
「跳ぶ前に見る」ことによって、発病
を回避しえたのである。
ビンスワンガーもまた、
「思い上がり」による発病した統合失調症患者にとっては、水平
方向の「隣人」との関係が再構築されることが回復につながると考えている。この点につ
いては、以下の一節を読めば十分であろう。

原語は「Mann von Welt」である。おそらくはカントの『人間学』を参照していると考えられるこ
の語については、ハイデガーが「根拠の本質について」において、
「日常的現存在の演ずる「演劇」」
を単に「傍観」しているのではなく、「共演」している者であると注釈していることを想起してお
きたい（GA9, 153）。
21 ヴォルフガング・ブランケンブルク（木村敏，岡本進，島弘嗣訳）
『自明性の喪失 ―分裂病の
現象学』，みすず書房：東京，1978 年，112-113 頁．
22 松本卓也『創造と狂気の歴史 ―プラトンからドゥルーズまで』
，講談社：東京，2019 年．
20
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最後に出現した解決、それは愛、浄化、抵抗などの問題を、手段や目的を明確に意識した困難で
気長な「心理学的」な仕事という軌道にのせてやる、ひとことで言えば、実践の世界へ移してや
るという解決である。そしてわれわれはこういう解決法のみを「健全」だと称する。／人間仲間
に向かって差し伸べられたこの救いと労働の用意にあっては、汝と共同世界とはついに宥和し、
汝と沈鬱な世界との解離は消えうせ、この抵抗も、もはや苛酷さ、冷酷さ、軽悔、嘲笑などとし
てではなく仕事の対象であり仕事により克服しうる「隣人」の悩みとして現われる。 23

さらに、ブランケンブルクは『妄想とパースペクティヴ性』において、このような水平
方向の拡がりの確保による治療・回復論をより具体的に論じている。ここで彼は、妄想を
「パースペクティヴへの固着」という観点から捉えている。すなわち、妄想は、ある一定
の視覚からしか物事を捉えられなくなっているがゆえに生じているというのである。反対
に、いわゆる「正常」とされる人々が妄想を抱かないですんでいるのは、
「パースペクティ
ヴ交換の能力のおかげ」であるとされる。すると、妄想の治療は、パースペクティヴの可
動性や交換能力を獲得することと同義となる。それゆえ、ブランケンブルクは次のような
きわめて具体的な指示を与えることを提案している。

次のような簡単なことから患者と共同の作業をはじめてもよいのではないか。たとえばわれわれ
が患者に、まずは何か身近にある簡単な物を選んで、それにしばらく注意を固定したり、その周
りを巡ってみたり、それをあらゆる方向から観察したりしてみるように言う。うまくいったら、
次はもう少し複雑で意味のある物を選んで、同じことをしてもらう。これを繰り返してみる。そ
の次には、同じ病棟の患者や看護師（最初のうちは、患者とすでにある程度「なじみ」のできて
いる人がよい）のところへ行って、その人たちに特定のことを尋ねてみるように言う。具体 的に
言えば、たとえば、その人の目には病棟はどのように見えているのか、その人の家族状況や職業
上のキャリアをその人がどう見ているのか、といったことを尋ねてくるということをしてもらう
のである。そのようにして、患者はいつも「他人の目でものを見る」ように心がける。こうした
トレーニングを、患者の日課とすることも可能であろう。 24

ここで言われているのは、要するに、身近な他者が物事をどのように見ているか（他者
がどのように配慮しているか）を知ることを通じて、他者とのあいだの水平方向の関係を
作り直すことにほかならない。このように考えるなら、現象学的精神病理学においても、
実際には③の垂範的顧慮だけでなく、②の尽力的顧慮にも同様の重要性が与えられる必要
があったのではないかと考えることができるだろう。
「非本来的」とされることもあった②の気遣いに重要性を与えなおそうとする私たちの

ルートウィヒ・ビンスワンガー（新海安彦，宮本忠雄，木村敏訳）『精神分裂病〈 1〉』，みすず書
房：東京，1970 年，51 頁．
24 ヴォルフガング・ブランケンブルク「パースペクティヴ性と妄想」
『妄想とパースペクティヴ性 ―
認識の監獄』（ヴォルフガング・ブランケンブルク編, 山岸洋，野間俊一，和田信訳），学樹書院：
東京，2003 年，26 頁．
23
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解釈は、近年のハイデガー研究においてもそれほど的外れなものではないようである。た
．．．
とえば、ヒューバート・ドレイファスによる「構成的な順応性 （conformity）」と「有害な
．．．．
順応主義 （conformism）」との区別 25は、②の気遣いのなかにある種の肯定的な機能を読み
込もうとするものであった。また、より最近では、サイモン・クリッチリーが『存在と時
間』をテクスト内在的に注釈することによって、ハイデガーの言う「被投的企投」には、
「いかなる実存論的な企投によっても統べることのできない獣じみた事実性」が取り憑い
ており、それゆえ、非本来的とされたものにも根源性が与えられなければならない、と主
張している 26。彼によれば、そのように読解することによって、『存在と時間』を「本来性
の英雄譚から根源的非本来性へ」と「アスペクト変換」することができるのだという 27。
実際、クリッチリーによれば、非本来性に注目しながら『存在と時間』を読み解くこと
によって、
「 社会的な生を、他者への根本的な依存性の関係から構成されたものとして見る」
ことができるようになり、それは世人を「〈das Volk〔民族〕〉の本来性を要する非本来的な
あるいは低落した「公共性」として」のみ捉える読解から私たちを解放してくれるのだと
いう 28。そのことは、
『存在と時間』の実存論的分析論の解釈にも影響を与えずにはおかな
い。すなわち、彼によれば、その核心は「先駆的決意性を通じて本来的な全体性を達成す
る英雄的で係累の無い持続的な自己」にはなく、
「有限性と良心の関係的な経験を通して形
成される非本来的な自己と共に社会性が始まる」 29 ことにあるのだというのである。言い
換えれば、クリッチリーは、ハイデガーについての既存の「実存主義的」な、あるいは孤
立主義的な読解への一種の「逆張り」として、
「他者たちに依存する」関係、誰でもない世
人によって担われているような関係の重要性を主張してみせているのである。このような
読解は、垂範的顧慮を重視したボスやベナーとルーベルとは異なった、ハイデガー哲学の
臨床への応用を明確化するように思われる。

５．無人島において、誰が気遣うのか？
私たちは、一般的なハイデガー読解においては否定的なものとして見られてし まいかね
ない側面をもつ②の尽力的顧慮と呼ばれる気遣いにみられる、治療・回復論へとつながる
肯定的な側面に注目してきたのであった。しかし、そのような気遣いは、誰もがやすやす
と手にしているものではないか？

という疑問は当然生じてくるであろう。すなわち、そ

もそも共同存在である人間は、つねにすでに（非本来的な）顧慮をお互いにしあっている
のであって、そのような気遣いをわざわざ確保しようとしたり、探求したりする必要はな

ヒューバート・ドレイファス（門脇俊介監訳，榊原哲也，貫成人，森一郎，轟孝夫訳）
『世界内存
在 ―『存在と時間』における日常性の解釈学』，産業図書：東京，2000 年，176 頁．
26 サイモン・クリッチリー，ライナー・シュールマン（スティーヴン・レヴィン編，串田純一訳）
『ハイデガー『存在と時間』を読む』，法政大学出版局：東京，2017 年，256 頁．
27 前掲書，258 頁．
28 前掲書，268-269 頁．
29 前掲書，269 頁．
25
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いのではないか？

という問いにあらかじめ答えておく必要があるように思われるのであ

る。
実際、ハイデガーは、
「共同存在は、他者が事実的には目のまえに存在せず、知覚されて
いない場合であっても、実存論的に現存在を規定する」（SZ120/329）と述べており、人間
（現存在）にとって気遣いがアプリオリに機能していることを強調している。また、
『形而
上学の根本諸概念』においても、次のように主張されている。

一人の人間が実存するかぎり、彼は実存する者として既に他の人間たちの中へと移し置かれてい
るのである。事実上近くに他の人間たちがいなくても、である。
（…）他の人間たちに同行するこ
と、他の人間たちにおける現‐存在に同行すること、としての、他の人間たちの中へと自分を移
し置くことができること、このことは人間の現‐存在に基づいて―現存在として、常に既に生
起してしまっているのである。
（…）したがって、われわれ人間は自分を或る他の人間の中へと移
し置くことができるか、という問いは、可能な問いではないゆえに、言うまでもない（fraglos）の
である。（GA29/30, 301）

言い換えれば、たとえ無人島にいたとしても、ひとは他者と共にある、というわけであ
る。
ところで、ここで「無人島」という言葉を持ち出したのは、ハイデガーが『存在と時間』
において共同存在のあり方について論じる際の参照先が、マックス・シェーラーの『倫理
学における形式主義と実質的価値倫理学』であると思われるからである（熊野純彦の示唆
による）。シェーラーもまた、人間の共同的なあり方が「アプリオリ」に与えられているこ
とを主張しているのだが、その際に彼は無人島に漂着したロビンソン・クルーソーの物語
を以下のように参照している。

かくして各人はある背後根拠の上にあることに気づき、つねに同時に、時間的広がりにおいて出
来事としての「歴史」と、同時的広がりにおいて社会的統一態と呼ばれるところのと にかく集中
化されている体験諸連関の総体性の「構成員」として自認するのみならず、―各人はまたこの
全体のうちなる倫理的主体としてはみずからがつねにまたこの総体性のうちで倫理的に重要なる
ものの全体に対する「共同活動者」、「共同人」として、かつまた「共同責任者」としても与えら
れている。（…）これらすべてのことは厳密にアプリオリな命題であり、（…）この超越する作用
がまた事実的経験のうちで「充実」を見出すかどうかは、この志向的な「ついての意識」の意味
と本質にとってはどうでもよいことである。したがって認識＝理論的に虚構されたロビンソン〔・
クルーソー〕でさえも、一般に人格をともに構成するある種の作用様式を具えた作用の経験的充
実が欠けていることを体験している場合でも、自分が一つの社会的統一態のうちなる構成員であ
ることをともに体験するであろう。 30

30

マックス・シェーラー（吉沢伝三郎訳）『シェーラー著作集〈3〉
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たしかに、このような記述は、
「共同存在は、他者が事実的には目のまえに存在せず、知
覚されていない場合であっても、実存論的に現存在を規定する」ということを、ロビンソ
ン・クルーソーという例を使って説得力をもって提示していると言えるだろう。
しかし、無人島における他者について、別様に論じる仕方もある。実際、ミシェル・ト
ゥルニエはダニエル・デフォーの有名な『ロビンソン・クルーソー』に取材して、一種の
哲学小説として『フライデーあるいは太平洋の冥界』を執筆しており、さらにトゥルニエ
の友人でもあったジル・ドゥルーズは『意味の論理学』に収録された「ミシェル・トゥル
ニエと他者のない世界」において、そのトゥルニエの小説を題材に無人島における他者 に
ついて論じている。そして、驚くべきことに、シェーラーとハイデガーが、無人島におい
ても共同存在というあり方が「アプリオリ」に、ないし「実存論的」に成立することを自
．．．．．．．．． ．．．．．
明視したのとは反対に、トゥルニエが描く無人島では、他者がいなくなると 、世界が構造
．．．．．．．．．．．
化されなくなってしまう のである 31。そのことを、ドゥルーズは次のように表現している。

他者は私の知覚の場の中の対象ではないし、私を知覚する主観でもない。それは何よりもまず知
覚の場の構造であって、この構造がなければ、知覚の場の総体はいつものようには作動しなくな
ってしまう。 32

ドゥルーズによれば、他者とは主観や客観である以前に、知覚の場を構造化するものな
のである。ここでドゥルーズが行っている議論は、およそ現象学のそれであり、たとえば、
私たちが建物の正面を見ているとき、その裏側や内部を見ることはできないが、それでも
私たちがその建物に裏側や内部があることを信じることができるの はなぜかということが
論じられている。ドゥルーズによれば、その答えは「対象の中で私が見ていない部分を、
私は同時に、他者には見えるものとして措定するから」33である。だとすれば、無人島のよ
うな他者のいない場所においては、トゥルニエの小説で描かれたように、
「私の抱く島の光
景は切り詰められて、この光景そのものと等しくなってしまう。私が島において見ないも
のは、絶対に知られないものである」34ことにもなりうる。言い換えれば、他者のいない世
界では、知覚の場は私が見ているもの（たとえば、建物の正面のみ）に切り詰められてし
まうのである。

質的価値倫理学（下）』，白水社：東京，2002 年，232-233 頁．
もっとも、このような問題をハイデガーが論じることができなかったのは、彼がデカルト以来の
他我問題を、共同存在という仕方で解決済みとする枠組みをとっていることに起因するのであり、
いわば SZ の問題設定そのものから起因している。実際、他我を問題として問うフッサールの議論
からはこのような問題を扱うことが可能であり、『デカルト的省察』第五省察において、対象の私
に見えている面の現前と、私には見えていないが他者には見えて いる共現前（Appräsentation）とが
「融合して、一つの知覚がもつ機能の共同性のうちで働いており、この知覚それ自体が同時に現前
するとともに共現前しながら、それでも対象全体に対してはそれ自身がそこにあるという意識を形
成している」。Cf. エトムント・フッサール（浜渦辰二訳）
『デカルト的省察』，岩波文庫：東京，2001
年，218 頁．
32 ジル・ドゥルーズ（小泉義之訳）
『意味の論理学（下）』，ちくま学芸文庫：東京，2007 年，235 頁．
33 前掲書，232 頁．
34 前掲書，233 頁．
31
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知覚の場を構造化してくれる共同存在がアプリオリなものではないというドゥルーズ
の主張は、単に無人島をめぐる思考実験によってのみ想定されるだけでなく、臨床的な対
応物をもっている。実際、自閉症者グニラ・ガーランドは、
「例えば私は近所の家々にも内
部があるということを知らなかった。すべては芝居の書き割りのように見えていたからで
ある。自分の家の内部には空間があることは知っていたのに、そのちょっとした知識を向
かいの家に結びつけることはできなかった。向かいの家は、紙と同じ、平面でしかなかっ
た」35と述べている。このような体験を注釈して、村上は「自閉症をもつガーランドにとっ
て、見えないものは端的に存在しない。奥行きと裏側が存在しない」 36と述べている。
このような自閉症者の知覚の場のあり方は、ごく例外的なケースにすぎないと思われる
かもしれない。しかし、國分は、ドゥルーズの無人島論と自閉症者のあり方を参照しなが
ら、
「奥行きを認識できる定型発達の人間と、奥行きを認識できない自閉症者がいるわけで
はな」く、
「他者が存在しているところに生きている人間と、他者が存在していないところ
に生きている人間がいる」 37と考え、次のように論じている。

さて、以上からひとつの結論を導き出すことができる。知覚の場は他者によって構造化されるの
だった。私は自分には見えていない部分を他者には見えているものとして措定する。この措定は
しかし、ひとつの条件が満たされることを要求している。どういうことか？

自分には見えてい

ない部分を他者には見えているものとして措定するためには、その部分を見ている他者が、世界
を私と同じように見る者でなければならない。自分と同じように世界を見ている他者がいればこ
そ、見えていない部分をその他者に託すことができる。自分と同じように世界を見ているとは思
えない他者、自分とは根本的に異なる他者には、自分の知覚を託すことはできない。自分がその
他者のいる場所に移動したとしたらかくかくしかじかの光景が見えるであろうと思えなければ、
自分の知覚をその他者には託せないからである。つまりドゥルーズの他者と知覚を巡るテーゼは、
次の結論を内包していることになる。知覚の場を構成するために必要なのは、自分と類似してい
る他者である。 38

知覚の場が構造化されるためには、他者がいなければならないが、その他者はどんな他
者でもよいわけではない。端的に言って、無人島にも鳥や石といった他者は 存在している
が、そのような他者は、私の知覚の場をうまく構造化してくれない。だとすれば、知覚の
場が構造化されるためには、私と同じように世界を見てくれる「類似的他者」が必要であ
るということになる。このような考えは、自閉症者の知覚のあり方それ自体に何かしらの
欠陥があるのではなく、自閉症者が「自分に類似した他者を見つけることに苦労する」が
ゆえに、すなわち類似的他者との出会いの機会が十分にないことによって、知覚のあり方

グニラ・ガーランド（ニキ・リンコ訳）
『ずっと「普通」になりたかった。』，花風社：東京，2000
年，70 頁．
36 村上靖彦『自閉症の現象学』
，勁草書房：東京，2008 年，88 頁．
37 國分功一郎「類似的他者」
『ドゥルーズの 21 世紀』（檜垣立哉，小泉義之，合田正人編），河出書
房新社：東京，2019 年，154 頁．
38 前掲書，157 頁．
35

99

根源的な非本来性とケア（松本卓也）
ⓒ Heidegger-Forum vol.16 2022

に欠陥が生じさせられているのではないか、と考えることが可能になる。
むろん、厳密にハイデガーを読む立場からは、それでも自閉症者にはなんらかの他者の
存在了解があり、気遣いがある、という反論がなされるかもしれない。もちろん、それは
ある。自閉症者のテンプル・グランディンは、事物を「イメージで思考する」自分の特殊
なやり方について、他者たちも同じようにしていると思っていた ことを述懐している 39 。
だが、そのような他者は、自分の経験を裏打ちしてくれず、さまざまな場所で困難を引き
起こすことになるのである。
ドゥルーズの無人島論と國分の類似的他者論は、エトムント・フッサールの『デカルト
的省察』における世界の共同的構成についての議論と突き合わせることができるだろう。
フッサールは、人間的な有意味性をもった世界は共同的に構成され、普遍的なものとなっ
ているとしても、それは「別の共同体の出身者には閉ざされている」という ―ちょうど、
外国に行って自国との文化や習慣の違いにとまどうように。それゆえ、外国を訪れた者（そ
の外国における「異邦人」）は、
「〔自分とは〕異なる世界に属する人間を、当然のように人
間一般として理解し、何らかの文化的世界に属する人間として理解する。そこから出発し
て彼は、これから先の理解可能性を一歩一歩作り出して行かねばならな い」 40 という課題
を負うことになるだろう。
すでに見た自閉症者の知覚のあり方の事例は、このような「異邦人」としてのあり方が、
単に同じ共同体に属しているのかどうかという問題だけにとどまらないことを示している。
．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．
國分の議論は、いわば、同じ共同体に属してはいても 、類似的他者が十分にいないことに
．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
よって 、同じ共同体のなかの異邦人とならざるをえないマイノリティ のことを論じている
のであり、彼らはやはり「理解可能性を一歩一歩作り出して行かねばならない」という困
難を抱えているのである。
このような考えは、
「自助グループ」の有効性を説明してくれるだろう。アルコール依存
や薬物依存のような困難を抱えた当事者が集まり、その中で自分の経験をお互いに語り合
うという形で維持・運営されている自助グループでは、自分と同じ経験をしている人同士
が集まっている可能性が高く、自分の経験を人に話すことを「恥ずかしい」と感じること
が少なくなる。自分の話を聴いてくれる相手が、自分の話を生々しい実感のこもった「リ
アル」な話として了解してくれる可能性が高まる。同様の事例は、自閉症スペクトラム者
に対する「余暇活動支援」にも見出すことができる。自閉症スペクトラムでは、 一般的に
は「社会性の障害」がみられ、対人的なコミュニケーションが苦手であるとされるが、児
童精神科医の本田秀夫によれば、自閉症スペクトラムであり、かつ共通の趣味（たとえば
電車への興味）を共有している子どもどうしを集めた余暇活動支援のグループでは、実に
充実した共感的なコミュニケーションが―もっとも、定型発達的なものとは異なるオル
タナティブなコミュニケーションが―可能となり、高い社会性が発揮されうることがわ

テ ン プ ル ・ グ ラ ン デ ィ ン 「 世 界 は あ ら ゆ る 頭 脳 を 必 要 と し て い る 」， TED2010 ，
https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds/transcript?language=ja ，
2010 年．
40 エトムント・フッサール（浜渦辰二訳）
『デカルト的省察』，岩波文庫：東京，2001 年，238 頁．
39
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かるのだという 41。つまり、自助グループや余暇活動支援のグループにおいては、自分と類
似した他者が存在していることによって、世界の理解可能性を作り出すことができるので
ある。
注意すべきなのは、このような事例において働いているのが、やはり本来的であるとさ
れる③の垂範的顧慮ではない、という点である。というのも、繰り返すが、ハイデガーが
．．．
本来的な気遣いは「他者が配慮的にきづかう〈 なにに 〉（Was）にかかわるものではない」
（SZ122/333）と述べていたのに対して、自助グループにおいて重要なのは、まさにそれぞ
れのメンバーの困りごと（あるいは興味をもっていること）について、つまり、それぞれ
．．
の現存在が配慮的に気遣っている何か について相互に提示したり、話し合ったりすること
にほかならないからだ。
だとすれば、ハイデガーに対して、次のように言えるのではないだろうか。ハイデガー
は、②の尽力的顧慮は他者に対する「依存」や「支配」を生み出しうると述べていた
（SZ122/332）。しかし、「支配」はさておき、「自分と類似した人がいるのだ」と思えるこ
とや、自分の知覚や経験を他者に託すことができること、という意味での「依存」は、決
して否定的にのみ論じられる事柄ではない。もちろん、
『存在と時間』においても、②の尽
力的顧慮はいわばアプリオリな、不可避的なものとされており、ハイデガーがそのような
気遣いを否定しようとしていたわけではない。しかし、それは不可避的であるというより
．．．
は、むしろ人間（現存在）にとってのよすが であり、マイノリティにとっては獲得される
べきもの、すなわちフッサールのいうように「一歩一歩作り出して行かねばならない」も
のなのである。
次のように言ってもよい。気遣い論に続いて、ハイデガーは「世人」への平準化を批判
．．．．．
しているが、逆に、
「とりあえずの平準化」が可能になるよりどころ としての他者（＝類似
的他者）がいないこと、他者へ「依存」できないことのほうにより深刻な危機があるので
はないだろうか？

このことを十分に検討できなかったこと―すなわち、
「依存」と「支

配」をなんの説明もなく並置してしまい、依存の肯定的な機能を検討できなかったこと ―
を、私たちはハイデガーの「依存忘却」と呼んでよいのではないだろうか。
なお、この「依存忘却」については、
（ケアの現象学ではなく）ケアの倫理から光をあて
ることができるだろう。たとえば、ケアの倫理においては、
「依存」という状態を「人間に
とってあってはならない例外的な状態」で「できうる限り克服すべき状態」42と見なすので
はなく、誰もが経験する当たり前の状態と見なすことから出発し、私たちが「完全に 自立
したり、自足的であったりするわけではなく、つねに依存と相互依存の関係を結んでいる」
43 という認識に至る。近代的な自立した主体という概念への異議申し立てとしてのこのよ

うなケアの倫理の主張を、クリッチリーの根源的な非本来性と結びつけてみることも可能

本田秀夫「選好性（preference）の観点からみた自閉スペクトラムの特性および生活の支援」
『発達
障害の精神病理Ⅰ』（鈴木國文，内海健，清水光恵編），星和書店：東京，2018 年，97-114 頁．
42 エヴァ・フェダー・キテイ（岡野八代，牟田和恵訳）
『ケアの倫理からはじめる正義論 ―支え
あう平等』，白澤社：東京，2011 年，126 頁．
43 前掲書，47 頁．
41
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であろう。
いずれにせよ、依存にやすやすとあずかれていないひとのことが視野から外れているこ
とが『存在と時間』の問題なのである。言い換えれば、ハイデガーの問題点は、他者論が
ないところにあるのではなく（『存在と時間』の中に他者論は間違いなくある）、他者論の
なかにおける「依存忘却」にある。すなわち、首尾よく依存できていない人がいることを
無視し、依存において何が起こっているのかを問うていないことが問題なのである。
このような考えは、ドレイファスの日常性についての解釈からも光を当てることができ
るだろう。彼は、ハイデガーの「世人（das Man/the one）」の概念には、ヴィルヘルム・デ
ィルタイ由来の「社会現象の肯定的機能」と、ゼーレン・キルケゴール由来の「「公衆」の
体制順応主義と凡庸さの否定的帰結」の両者が区別されていないと主張する。それゆえ、
．．．
．．．．
ハイデガーは「構成的な順応性（conformity）と有害な順応主義（conformism）とを区別し
なかった」だけでなく、「『現代の批判』におけるキルケゴールの大衆攻撃に感化され、こ
の重要な区別をぼやけさせてしまうのにどんどん手を貸してしま」 44 った、というのが彼
の主張の骨子であるが、この「世人の肯定的機能」としての「理解可能性の源泉としての
順応性」と、
「否定的機能」としての「均等化としての順応主義」の区別で言えば、私たち
が『存在と時間』から取り出そうとしている「依存」の肯定的機能は、「構成的な順応性」
に対応することになるだろう。

６．平準化、頽落、存在免責の肯定的機能
ここまで私たちは、
『存在と時間』の気遣い論が、共同存在としてのあり方がアプリオリ
に成立していない（首尾よく他者に依存できていない） 45 マイノリティのことを十分に考
えてきていないことを指摘してきた。その際に、國分の議論を参照しつつ、クリッチリー
と共に、『存在と時間』において「支配」と何の考察もなしに並置されてきた「依存」に、
新たな肯定的な意味を与えてきた。このような読解は、
『存在と時間』における他の概念に
も別の解釈の余地を与えてくれるように思われる。それは、
「平準 化（Einebnung）」、
「頽落
（Verfallen）」、そして「存在免責（Seinsentlastung）」である。

．．．
まず、
『存在と時間』における「平準化」論は、人間（現存在）を 横並び にしてしまうも

のと考えられ、
「大衆攻撃」ないし「大衆批判」として捉えられることが常であった。しか
し、平準化についての記述は、むしろ、
「これまで依存にあずかれなかった人々が、類似的
他者との出会いを経て、ようやく安心して依存できる場所を見つけた」ものとして解釈し
てみる余地があるだろう。

ヒューバート・ドレイファス（門脇俊介監訳，榊原哲也，貫成人，森一郎，轟孝夫訳）
『世界内存
在 ―『存在と時間』における日常性の解釈学』，産業図書：東京，2000 年，176 頁．
45 このような言い方がハイデガーの議論を逸脱するように思われるなら、先程のテンプル・グラン
ディンの例を念頭に置きつつ、「首尾よく成立していない＝首尾よくない形ではとりあえ ず成立し
ている」程度に読み替えられたい。
44
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このような解釈は、これまで『存在と時間』に与えられてきたイメージを更新するよう
に思われる。実際、②の尽力的顧慮は―『存在と時間』においては「非本来的」という
形容がなされていないにもかかわらず―否定的な意味での平準化を招き、そのなかでひ
とは不安になり、単独化と呼び声の契機を経て自らの負い目を意識し、歴史のなかで「民
族」に奉仕するに至る、という『存在と時間』の議論の流れは、ハイデガーのナチス関与
と結び付けられて解釈されることもあった。たとえば、アドルノの本来性批判 46は、ハイデ
ガーが「同一性」や「全体性」を密輸入していることへの批判であり、それは私たちの関
心から言い換えるなら、ハイデガーの議論が結局のところマジョリティ的である（マイノ
リティのことを考慮に入れておらず、仮に非本来性から本来性に至るとしてもその通路と
．．．
到達地点が多様なものでありうることをあらかじめ排除している かのようにみえる ）こと
への批判にほかならない。
反対に、私たちは、
『存在と時間』の「平準化」論を、類似的他者との出会いが乏しいマ
イノリティについての、きわめて個別的な記述として読むことを提案したいのである。と
いうのも、依存症をはじめとする各種の自助グループに長年関わってきたカウンセラーの
信田さよ子によれば、AA（アルコホーリクス・アノニマス）などの自助グループに参加し
ていると、「自助グループ用語」のような言い回しが伝染ってくるのだという（たとえば、
語尾に「ね」を付ける、「ミーティングでおろす」「吐く」「つながった、つながる」等）。
これはまさに、『存在と時間』で述べられているとおり、「共同相互存在そのものが平均的
なありかたを配慮的に気づかう」
（SZ127/351）からであり、
「共同相互存在が空談と好奇心
およびあいまいさによってみちびかれ（…）そうした共同相互存在のうちに没入」
（SZ175/501）しているからである。もちろん、これらは『存在と時間』においては、誰で
もない世人によって人が平準化され、頽落した状態にあるということを説明している文章
ではあるが、
「依存忘却」の視点から読めば別の景色が見えてくるのではないだろうか。た
とえば、信田の次のような記述は、まさに平準化と頽落の肯定的機能について論じている
ように思われる。

自助グループ参加の意義・効果は自己開示をして経験を共有することにあるが、彼らや彼女らの
言葉の変化を知るにつけ、独特の語法や言い回しを模倣し使いこなせるようになることがその第
一歩ではないかと思わされる。一種の符牒のような言い回しであるが、それを使うことでグルー
プの一員になるのだ。おそらく日本で AA が誕生して以来、メンバーの誰からともなく言い始め
られ、すたれることなく生き残ってきた言い回しなのだろう。それを新メンバーが模倣し、自ら

「〈気遣い〉を、「現存在の構造全体の全体性として」〈存在論〉的に規定することによって、〈そ
こ〉に個別的に存在しているもの（das einzelne Daseiende）を〈現存在（Dasein）〉に移し置き、それ
によって既に〈全体性〉が取り決められてしまっているということ、そうしておいたうえで、それ
をくだくだしく開陳しているにすぎないということ―この点に、ハイデガーは歩みを止めて思い
をめぐらすことはない」。Cf. テオドール・アドルノ（笠原賢介訳）
『本来性という隠語 ―ドイツ
的なイデオロギーについて』，未來社：東京，1991 年，172-173 頁．

46
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の経験を表す言葉としてグループで活用していくのである。 47

さらに信田によれば、このような平準化と頽落（すなわち、
「好奇心」ゆえにメンバーの
目新しい話を聞き、
「あいまいさ」ゆえにどのメンバーも話すことができるような空間の な
かで、
「空談」ゆえに理解可能性を獲得すること）によって特徴づけられる自助グループで
は、自己の責任は、まずは免責されることから生じてくるという。

AC のグループカウンセリングで回復について説明する際、トラウマからの回復といった視点で
はなく、親（加害者）を研究することと、責任をめぐる視点の転換をキーワードにする。前者に
ついてはすでに述べているので省略するが、後者については、過剰な責任を背負わされてきた状
態（100）から「あなたに責任はない」としていったんイノセンス（ 0）の地点にまで戻すという
説明をする。これを線上に 100→0 へと示し、座標の端から反対の極に移動させる。その後、中間
地点に 50 と記し、それを「適正な自己責任」とする。回復とは 0 から 50 の地点に近づくことだ
と説明する。／（…）イノセンスの自覚は欠かせないが、あくまで通過点（もしくは出発点）な
のであり、そこにとどまり続けることは却って新たな問題を引き起こす可能性もあると伝える。
（…）／いったん被害者的立場に身を置くことは、重圧から解放され、これまでの苦悩への意味
が付与され、親からの脳内支配にも似た洗脳から脱する出発点になる。しばしば「親を責めても
いいでしょうか」と質問されるが、いったんそれは肯定されるべきだと思う。しかし親への怒り
は噴出し始めるとエンドレスにもなりかねず、そのことで逆に批判されて病気扱いされることは
珍しくない。責めて怒りを放出することで、新たな執着関係が発生することもある。望ましいの
は、イノセンスを十分に受け止められる安全な他者（専門家）がその役割を担うことだろう。 48

つまり、過剰な責任（100）を負わされている状態から、「あなたに責任はない」と言わ
れ免責されたイノセンス（0）の状態になり、そこからはじめて中間地点（50）にある適正
な自己責任に戻ることができるというのである。
同様の事態は、自助グループだけでなく、その影響を受けた当事者研究においても観察
できる。当事者研究においてもまた、まずは問題を外在化し、免責した上ではじめて、責
任が生成してくるのだという。

当事者研究において重要な点の一つが、外在化を前提にしたメカニズムの解明ということですね。
つまり犯人さがしをしない。そして二つめとして、行為や状況を「現象」として捉えたうえで、
その現象の研究成果を仲間に向けて発表する。発表を通じて自分がいったいどういう困りごとを
抱えているかを仲間と共有し、なぜそうなっているのかを共に研究、解明していく。
（…）不思議
なことに、一度それらの行為を外在化し、自然現象のようにして捉える、すなわち免責すると、
外在化された現象のメカニズムが次第に解明され、その結果、自分のしたことの責任を引き受け

47
48

信田さよ子『依存症臨床論』，青土社：東京，2014 年，193-194 頁．
前掲書，168-169 頁．
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られるようになってくるのです。このことが、当事者研究によってわかってきた。とても不思議
なことですが、一度免責することによって、最終的にきちんと引責できるようになるのです。 49

このように、自助グループと当事者研究は、免責するがゆえに責任の引き受けが可能に
なることを教えてくれるのである。また、特に当事者研究においては、自分にとっての「苦
労」となっている「現象」を外在化し、それがその当事者にとってどのようなものである
のかが語られる。そして、その語りを「聞いている側が変わる」のだという。これはまた
しても、「〔他者の〕手もとにあるものの配慮的な気遣い」（SZ122/332）にこそ、重要性が
置かれるべきだということを示しているのではないだろうか ？
自助グループと当事者研究にみられるこのような免責と責任の引き受けの関係は、『存
在と時間』の読者にとっても興味深く映るはずである 50。実際、ハイデガーは、世人は現存
在の「責任を奪いとってしまう」、つまり現存在を「存在免責」（SZ127/353）してしまい、
そこから支配が強まる（SZ128/354 以降）のだと述べていた。そして、多くの場合、不安が
生じることによって現存在は単独化し（SZ187-188/543）、頽落から連れ戻され（SZ191/552）、
非本来性と本来性が二つの可能性としてあらわになるとされている。この議論の流れにお
いては、存在免責はいっけん否定的なものとされているように見えるが、自助グループと
当事者研究の経験を参照するならば、むしろひとは存在免責があるからこそ、責任の引き
．．
受けが可能になるという順序 を語っているようにも解釈することができるように思われる。
空間的に言えば、水平方向の拡がりが確保されることによって、ようやく垂直方向の跳躍
が可能になるのである。
もっとも、このような読み替えは、ハイデガーの「単独化」の概念と衝突するかもしれ
ない。というのも、単独化とはふつう、文字通りひとが一人になること を意味するからで
ある。実際、ハイデガーは、単独化によって「配慮的に気づかわれたもののもとでの存在
のすべて、他者たちとのあらゆる共同存在が、ものの役にもたたない」（ SZ263/788）こと
があらわになると述べており、単独化においては②の尽力的顧慮がなんの役にも立たない
と考えているように思われる。
ところが、彼はそれでも同じ段落において、
「このことはしかしながらだんじて、現存在
のこのふたつの様式〔＝配慮的な気遣いと顧慮的な気遣い〕が本来的な自己存在から切り
はなされることを意味するものではな」く、「配慮的な気遣い と顧慮的な気遣い（…）は、
実存一般を可能とする条件に属している」（SZ263/788）とも述べている。つまり、単独化
においても、他者は切り離すことができないというのである。クリッチリーは、ハイデガ
ーの言う「被投的企投」には、
「いかなる実存論的な企投によっても統べることのできない
獣じみた事実性」が取り憑いていると主張していた。それにならって言えば、自助グルー

國分功一郎，熊谷晋一郎『〈責任〉の生成 ―中動態と当事者研究』，新曜社：東京，2020 年，43
頁．
50 一対一の面接を基本とする精神科臨床においてもまた、近年、暴力や虐待によるトラウマ、ある
いは発達といった問題が全面化するなかで、「まずは免責をする」という手順を 踏むことなしに治
療をすすめることは困難となっている。
49
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プや当事者研究は、単独化には他者が―それも、ときに「非本来的」とされるような気
遣いをし合う他者が―取り憑いていることを示す好例なのではないだろうか？

そのこ

とは、孤立化が他者との気遣いの関係を結び直すことでもあることを示す次の箇所におい
ても明らかではないだろうか。

決意性は、本来的な自己存在として、現存在をその世界から引きはなすものではなく、現存在を
宙に浮いた自我へと孤立化させるものでもない。
（…）決意性は自己をまさしく手もとにあるもの
のもとでそのときどきに配慮的に気づかう存在のうちへともたらし、たほうで自己を他者たちと
共にある顧慮的に気づかう共同存在へと押しもどすのだ。（SZ298/897）

だとすれば、単独化において共同存在が「ものの役にもたたない」とい う記述は、ハイ
デガーの依存忘却への批判を通じて、再考されなければならないだろう。単独化によって
現存在は頽落から「連れ戻される」のではなく、実際には、他者とともにある頽落は取り
憑いたままなのではないだろうか。だからこそハイデガーはこの箇所で「この単独化によ
って現存在はその頽落から連れ戻され、現存在にとって本来性と非本来性が現存在の存在
．．．．．．．
のふたつの可能性 としてあらわになる」（SZ191/552）と述べていたのではないか―必ず
しもどちらかを「選び取る」のではないような仕方で？ その意味で、彼は「頽落が露呈
．．．．．．．．
するのは、現存在そのものの、その本質からする 存在論的な構造である」（SZ179/516）と
言っていたのではないだろうか。

７．おわりに
私たちは、ハイデガーの哲学を受容して成立した精神病理学における垂直方向の特権化
と水平方向の軽視を問題とすることから出発し、水平方向における治癒や回復のあり方を
検討するために、ハイデガーの気遣い論を再検討した。また、気遣い論の臨床への応用に
おいては、垂直的かつ本来的な気遣いであるとされる ③の垂範的顧慮において「他者が配
．．．
慮的にきづかう〈なにに 〉」が一切関わってこないとされている点が、ボスやベナーとルー
ベルの議論において積極的に援用されている一方で、ビンスワンガーやブランケンブルク
の治療・回復論（あるいは発病予防論）においてはむしろ水平的でときに「非本来的」と
される②の尽力的顧慮に重要性が与えられていることを明らかにした。ついで、②の気遣
いについてのさらなる検討のなかで、そのような水平的な気遣いが、自閉症者のようなマ
イノリティにおいてはアプリオリに成立しておらず、言い換えれば、他者に首尾よく「 依
存」できていない可能性があることを明らかにした。この点において、②の気遣いに関し
て「支配」と「依存」を何の検討もなく並置している『存在と時間』には、
「依存」の肯定
的機能を無視している「依存忘却」と呼びうる特徴があることを示した。最後に、自助グ
ループや当事者研究の経験を参照しながら、
「依存忘却」という観点から『存在と時間』を
読解することによって、
「平準化」、
「頽落」、
「存在免責」といった用語もまた肯定的機能を
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もちうることを明らかにした。
もちろん、このような議論は、単に水平方向の気遣いを重視すべきだという結 論のみを
導くわけではない。水平方向の気遣いが重要になるのは、少なくとも本稿で言及した文脈
に従うならば、統合失調症のようにあらかじめ水平方向がやせ細っているケースや、自閉
症スペクトラムのようなマイノリティのように共同相互存在としての相互に「依存」し合
うあり方を首尾よく手に入れられていないケースであり、反対に、
「大衆攻撃」ないし「大
衆批判」としての②の気遣いにおける「支配」を批判的に捉える視座が必要になるケース
も依然として存在するであろう。
その意味において、水平方向には、2 つの異なるものがあると言えるのかもしれない。
一方には、ハイデガーがキルケゴールの『現代の批判』から借りてきた「水平化
（Nivellierung）」、すなわち社会が工業化されていく中で、みんなが同じ既製品を使い、同
じような消費生活を送るようになったことへの批判が妥当するような「平準化
（Einebnung）」、すなわち貧しい水平方向がある。他方では、自助グループや当事者研究の
ような、同じ困りごとを抱えた人々が水平的で相互「依存」的な関係性の中で相互にエン
パワメントされていき、しかも、それによってみんな一緒になってしまう（平準化されて
しまう）というわけではなく、逆に水平的なグループのなかで存在免責されるからこそ、
責任を引き受け、垂直的に突出できることがありうるような、豊かな水平方向というもの
もありうるのだ。
そして、そのような貧しい水平方向と豊かな水平方向は、はっきりと分けてしまえるよ
うなものではない。一度豊かな水平方向を作ることができたとしても、 人はほうっておい
ても権威をつくり、ヒエラルキーをつくり、そのヒエラルキーのもとでメンバーを管理し
おしつけ

よこならび

ようとしてしまう。そこには、垂直 性と 水 平 性の最悪の共犯関係が生じるだろう。かくし
て、水平的なグループは容易に平準化されてしまう 危険性にさらされているのである 51 。
だからこそ、こういった現場には、平準化に抗する耐えざるメンテナンスが必要なのであ
って、それは過酷なものであると言っても良いだろう。
だとすれば、自助グループや当事者研究においても、一度システムを作れば終わりとい
うわけではなく、ウリが制度論的精神療法について述べたように「制度内で起きることに
ついての永続的な分析」 52 が必要であり、つまりは現在私たちが行っている実践が硬直し
たものになっていないかどうかについての絶えざる問い直しが必要となる（当然、同様の
ことは精神病理学に依拠した臨床についても言いうる 53）。ハイデガーもまた、おそらくは

東畑開人は、いわゆる「居場所型デイケア」が、語源を同じくする 2 つのあり方―すなわち居
場所としての「アジール」と、収容所としての「アサイラム」―のあいだを移行し、居場所であ
ったものが（「存在の声」ならぬ）
「会計の声」によって容易に収容所となってしまいうることを論
じている。Cf. 東畑開人『居るのはつらいよ ―ケアとセラピーについての覚書』，医学書院：東
京，2019 年．
52 ジャン・ウリ（三脇康生，廣瀬浩司，原和之訳）
『精神医学と制度精神療法』，春秋社：東京，2016
年，287 頁．
53 松本卓也「イントロダクション ―精神病理学を臨床で役立てるために」
『精神症状の診かた・
聴きかた ―はじめてまなぶ精神病理学』（日本精神病理学会書籍刊行委員会編），金剛出版：東
京，2021 年，5-24 頁．
51
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そのような不断のプロセスのことを、
「固執」ではなく絶えざる「つかみ直し」として捉え
つつ、
「 非決意性のうちへと喪失されているほかならぬありかたが、実存的に掘りくずされ」
（SZ308/923）る必要があると表現していたように思われる。
本研究は科研費（19H01183）の助成を受けたものである。
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病と責任
― 精神病、てんかん、ヒステリーを媒介として ―

深尾 憲二朗 （帝塚山学院大学）

Illness and responsibility
― Mediated by psychosis, epilepsy and hysteria

Kenjiro FUKAO
As responsibility is a fundamentally important concept for us human
being as ethical being, we always endeavor to accomplish its request.
However, illness as irrational interference from nature makes its
accomplishment difficult on various aspects. First, psychosis disrupts
patient’s own intention and makes his/her responsibility ineffective.
Second, epilepsy patients are not only prohibited from driving due to
possibility of abrupt loss of control, but also legally forced to bear larger
responsibility than healthy people for traffic accidents because of their
having such illness. Third, patients with so-called lifestyle diseases are
looked upon as responsible for their own illness, so that smokers who have
got lung cancer are not sympathized nowadays. Lastly, hysteria, which
develops various forms of symptoms like combat fatigue, multiple
personality and depression of the recent type, is thought to be a disease
of responsibility avoidance. The reason why the young generation of the
present day does not sympathize with patients with either psychosis or
epilepsy while they does with multiple personality disorder seems that they
suffer from too large responsibility that is imposed by our contemporary
society so that they are virtually abused by the society.
.
keywords: responsibility, psychosis, epilepsy, lifestyle disease, hysteria,
キーワード：責任、精神病、てんかん、生活習慣病、ヒステリー
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１．はじめに
倫理的存在である人間にとって責任の概念は根本的に重要である。責任の概念は多面的
であり、人生におけるさまざまな場面において多様な現れ方をするが、それでも倫理的存
在であるわれわれは、それぞれの場面において適切に責任を取るように努力している。 と
ころが、病という理不尽な自然からの妨害がわれわれを脅かす。病はわれわれの理性と感
情を攪乱し、自分の人生に対する責任や自分の行為に対する責任を取ることを さまざまな
意味で難しくしてしまう。すなわち、自然の中に存在しながら倫理的存在でもあるわれわ
れは、病によって本来的に生きることの困難に直面するのである。本稿ではこのような認
識に基づいて、病と責任の関係をいくつかの病を媒介として考察してみたい。

２．精神病患者の責任能力
まず、精神疾患患者において問題になる「責任能力」という概念がある。責任能力とは、
自分の行為に対して責任を取ることができる能力のことである。原則的には成人であれば
責任能力があるとされ、その反面として子どもには責任能力がないとされる。そして例外
として、成人であっても責任能力がないとされる三つの条件が存在する。第一は、 知的障
害者や認知症患者で、これらの人は子どもと同様に知性が不十分なために責任能力がない
と見なされる。第二は、意識障害の状態にある人で、自分の行動に十分な自覚がなく、事
後に確かな記憶が残らないことから責任能力を否定される。第三は、錯乱状態ないし 幻覚
妄想状態の精神病患者で、この状態の人は是非善悪の判断ができないか、または衝動を制
御できない「心神喪失」の状態にあるため、殺人・放火などの重大な犯罪行為を行っても
責任を問われない。
責任能力がないということは、その人がどんな犯罪的行為を行っても責任を取ることが
できないということであり、もし本人が責任を取りたいと言ったとしても取らせてもらえ
ないのである。つまり、これらの例では病を持っていることがその人における責任の概念
を無効化するのである。
このような精神障害者についての責任能力の有無の法的規定は、洋の東西を問わず古代
から存在してきており 1、それゆえに人類の深い共通感覚に根差したものと考えられる。そ
れにもかかわらず、現今のわが国の若者たちには極めて理解されにくい。若者たちは「同
じ罪を犯しているのに、病気だからといって罪が軽くなるのはおかしい」と主張する。社
会や政治に関してはほとんど意見を表すことのない現代の若者たちが、この件に関してだ
け教員に逆らってまで強く意見を述べることは、なにか不気味に感じられる。若者たちに
このような主張をさせているものは何なのだろうか？

この疑問に対しては、本稿全体を

西洋ではプラトンの『法典』や『ローマ法大全』にすでに精神障害者や認知症の人に対する責任の
減免についての規定がある。東洋では唐の律令に この種の明文化された規定があり、わが国の養老
律令（757 年施行）に移入されている。
1
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もって答えてゆこう。

３．てんかん患者の交通事故
さて、重い精神疾患患者がその病のゆえに責任能力を否定され、罪がなくなったり軽減
されたりする一方で、てんかん患者の場合は、その病を持っていることによって却って罪
が重くなることがある。それは 2014 年施行の「自動車運転処罰法」による規定で、てんか
ん患者が病状が良くないのに運転して、運転中にてんかん発作が起きて事故を起こし、そ
の結果として他人に生命や財産の損害を与えた場合、
「危険運転致死傷罪」が適用され、健
常者が不注意によって起こした事故よりも重い刑罰が科されるのである。この法律で「危
険運転致死傷罪」が適用される疾患として第一にてんかんが挙げられている理由は明らか
である。それはてんかんが意識を失う発作を症状とする疾患であり、てんかん発作によっ
て意識がなくなった状態の人が正常に運転できるはずがないからである。
しかし、意識がない状態とはすなわち心神喪失ではないか。先に述べたように、責任能
力が否定される三条件のうちの一つが意識障害なのである。それなのに、どうしててんか
ん患者が発作による意識障害で起こした交通事故は免責されず、逆に健常者の不注意より
重い罪が科されるのだろうか。
それは、自分がてんかんという運転にとってリス クがある病気を持っていることを知っ
ていたのに運転したからだ、とされる。発作中の意識障害の状態には責任能力がないが、
あらかじめ運転しないという意志によって、発作による事故を起こすことを予防すること
ができたにもかかわらず、それをせずに運転したことについての責任があるというわけで
ある。つまり、発作中以外のてんかん患者は健康な成人と見なされ、自分の病気がもたら
すリスクについての責任が取れるものと考えられているのである。
「そもそもてんかん患者は自動車の運転をしてはいけないはずではないか」、「てんかん
発作による悲惨な事故を防止するために、すべてのてんかん患者から運転免許を取り上げ
るべきだ」という意見も多い。実際、以前からてんかん患者の運転免許は制限されており、
現行の道路交通法でも、てんかん発作のコントロールがうまくいっていない患者には運転
免許が交付されないことになっている。この事実から、てんかん発作で事故を起こした場
合、本来運転してはいけない人が運転していたのだから、 それは無免許運転と同じことで
あって、当然その責任を取るべきだと多くの人が考えるのだろう。
しかし、現実にはてんかん患者の多くが自動車を運転している。そ れは何故か。まず、
多くの患者が運転しなければ不便な社会環境で暮らしているということである。また、て
んかん患者というだけで公共交通機関やタクシーが無料になるような制度があるわけでも
ないので、経済的な意味でも自分で運転したくなる理由があるのである。
そしてもう一つ、より本質的な理由は、運転を危うくするような発作は滅多に起きない
ということである。
「滅多に起きないといっても実際に起きているからこそ、他人を巻き込
む悲惨な事故が起こっているのではないか」とすぐさま批判されるだろう。批判者にとっ
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ては、てんかん患者がその病によって他人を傷つけるリスクを過小評価していることが許
せないのである。しかし、てんかん患者自身の立場になってみれば、運転することで他人
を傷つけるリスクよりも、むしろ自分が傷つくリスクの方がずっと高いのである。自分が
傷つくリスクがあると自覚した上で、それでもそれは十分小さいと判断して運転すること
を選んでいるのであり、他人を傷つけるリスクはそれよりさらに小さいので、患者にとっ
ては問題にならないのである。このように主観的リスクが低いので、多くの患者はいけな
いとは分かっていながら黙って免許を更新し、運転しているのである 。そして客観的にも、
てんかん患者の発作による事故は、たとえば飲酒運転による事故 とは比べものにならない
ほど少ないのである。
「それでもリスクがゼロではないのだから、てんかん患者は運転すべきではない。実際
に法律が禁じているではないか。法律に従って運転免許を返却すべきだ」と言われるかも
しれない。しかし、多くのてんかん患者にとっては、てんかんを持っているから運転して
はいけないという法律自体が不条理なのである。それは患者からすれば、てんかんという
病気を持っていることの責任を取れと社会から強制されていることなのである。
てんかん患者は事故を起こしたくて起こしているのではないし、発作を起こしたくて起
こしているのでもない。そもそもてんかんという病気を持ちたくて持っているのでもない。
本人にとっては、病を持っていること自体がこの上ない不条理であるのに、その責任を取
らなければならないというのは、病の不条理さを社会が個人に押し付けていることなので
ある。それは残酷なことではないだろうか。実際、てんかんを持っていることによって罪
が重くなるような法律は、少なくとも先進諸国においては類例がない。このような法律を
成立させ、施行しているわれわれの社会は、はたして正常な社会なのだろうか？

４．病を持つということの意味
いったい人間にとって病を持っていることはどういうことなのだろうか。もちろん一過
性の病は大きな問題ではない。容易に治りがたく、一生付き合っていくしかないような病
が問題である。そういう病を持つことになった時、人はどのようにして生きていけばよい
のだろうか。いつまでもその病を外部の何かのせいにしていては積極的に生きられないこ
とは確かだろう。生まれつきの障害者が持って生まれた障害を自分の一部として引き受け
て生きているように、治りがたい病を実存の一部として引き受けることによって初めて人
は本来的に生きられるだろう。そして、それこそが病の責任を取るということではないか。
ハイデガーは現存在にはその被投性に基づく「重荷性格」があると述べている 2が、持っ
て生まれた障害や治りがたい病は「重荷性格」の最たるものだろう。身体は現存在にとっ
て世界に投錨する手段でありその場所であるが、それと同時にさまざまな限界をもたらす
重荷でもある。さらにその身体が十分な機能を備えていない場合や途中で機能を失った場
合には、とりわけ重い重荷となる。それでもそれを自らの責任として引き受けていくこと
2

ハイデガー：存在と時間, 第 29 節.
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が、本来的に生きることの条件だろう。
ところが、人は必ずしも自分の病について十分に知っているわけではない。自分の病に
ついての責任を取るためには、まずもって自分の病について知らなければな らないが、現
代では病についての知は医療者に独占されがちである。この点に関して、1973 年にアメリ
カ病院協会が採択した「患者の権利章典」において提言されたインフォームド・コンセン
トの概念が現在では広く行き渡っており、医療者は治療を開始する前に、患者の病気とそ
の治療法について十分に説明して患者の同意を取 るようになっている。この手続きの導入
によって、患者は自分の病気について知り、その治療についての責任を取ることができる
ようになったというわけである。
このインフォームド・コンセントという手続きは、医療者側にとっては、治療の結果が
思わしくない場合に起こりうる医療訴訟で責められないための保険という意味も持ってい
る。しかし、どれだけ丁寧に説明されたところで、患者側の理解は医療者側の理解の水準
には及ぶはずがないのに、インフォームド・コンセントの手続きを行うことによって医療
者が治療についての責任を免れ、患者自身の責任になってしまうのは 却って不合理なこと
なのではないか。そういう疑問が近年になって沸き起こり、別の考え方が求められるよう
になってきている。
患者が自分の病についての責任を取るということは、 インフォームド・コンセントのよ
うな押し付けがましい合理主義によることではなく、むしろ病を持つということの理不尽
を自分なりの物語によって解釈し、受け入れていくことなのではないだろうか。そのよう
に患者が自分なりの物語を紡ぐことを治療の要点と考えるのがナラティヴ・セラピーであ
り、これが自分の病の責任を取るためのもう一つの方法である。
近年では非科学的と見なされて打ち捨てられがちな 精神分析も、この観点から見れば、
治療者と患者の協働作業による精神疾患についての物語の生成なのであり、一種のナラテ
ィヴ・セラピーだと見なすことができる。また、ハイデガーのツォリコーン・ゼミナール
を主催したメダルト・ボスは、精神分析にハイデガーの現存在分析論を取り入れて現存在
分析を展開しただけでなく、身体疾患に対してもその方法を適用する心身医学を追究した 3
のだが、このことは彼が精神疾患のみならず、身体疾患までも実存の表現形態として、本
人が責任を取るべきものだと考えたからである。
このように、20 世紀後半以降の医学思想においては、患者本人が病を自分のものと認め、
その責任を取るということが、治療にとって本質的なことだと考えられてきたのである。

５．生活習慣病の責任
一方で、本人が認めなくても、病を持っていることの責任がその人自身にあると社会か
ら見なされる一群の病がある。それは糖尿病、動脈硬化、肝硬変など「生活習慣病」とい

メダルト・ボス編（木村敏・村本詔司共訳）
：ハイデッガー ツォリコーン・ゼミナール, みすず書
房, 東京, 1991 年.
3
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う名前で纏められる一連の病気である。生活習慣病とは本人の長年の生活習慣の結果とし
て生じた病気という意味合いの概念であるから、当然その発症は本人の責任と見なされる。
この概念は本来、それらの病気の予防のために発案されたものであり、自分で生活習慣を
改善することによって発症を予防することができるというポジティヴな面が有用とされて
きたのであるが、その裏面として、すでに発病してしまった人に対しては、その人のそれ
までの生活習慣の悪さ、そしてそれを変えられなかった意志の弱さのせいにされるという
ネガティヴな面がある。ここでは患者に自分の病気についてのナラティヴを自由に生成す
ることが許されておらず、
「生活習慣が悪かった」という単色の否定的な物語を社会が押し
付け、その責任を自ら取るよう強制してくるのである。
実際、昨今ではたとえばヘビースモーカーが肺癌になっても同情されないようになって
きている。喫煙していると癌になると分かっていたのに喫煙を止めなかったのは愚かなこ
とであるだけでなく、周囲の人にも受動喫煙によるリスクを負わせる反社会的・犯罪的な
行動を行ってきたことなのであり、そういう人が癌になって苦しむのは当然の報いだと考
えられているのである。喫煙可能な場所を狭い領域に限定するという厳しい政策が数年と
いう短い期間のうちに実現できたのは、すでに喫煙そのものが犯罪的な行為だという社会
的合意ができていたからこそであろう。個々の喫煙者はこの社会的ナラティヴに圧迫され、
抵抗することができない。喫煙者は犯罪者またはその予備軍なのだから、禁煙して健全な
市民になる義務があると考えられているのである。
ところが、喫煙者は実はニコチン依存症という病気なのだから、自力で禁煙するのは簡
単なことではない。そこで個々の喫煙者の禁煙を社会が援助する「禁煙外来」とい う名の
保健医療が創設されたわけであり、この制度によって喫煙者が禁煙する際の経済的および
精神的な負担は確かに軽減された。しかしその反面で、喫煙する人生を自ら選び、癌など
のリスクを含めて自ら責任を取ってゆこうとするような態度は一切許容されなくなったの
である。喫煙者は、まるで違法薬物の常習者のように、社会の隅に集まってこそこそと喫
煙するしかなくなっている。喫煙者に対するこのような差別的扱いを、われわれの社会は
肯定しているのである。
このように、現代社会においては、病の責任を自分で取るということが、主体的・実存
的な選択ではなく、社会の方から強制されるようになってきている。それは表面的には近
代医学の合理主義が齎した理性的な状況のように見えるのだが、同時にその反面では新し
い差別を作り出し、野蛮な集団的感情を正当化しているのではないだろうか。 そして、こ
のことは現今の新型感染症蔓延事態によってさらに明らかとなっているように思われるの
だが、われわれの社会がそれを自覚するのはいつになるだろうか。

６．責任回避の病
病と責任が特別な関係を成している例として、責任を取ることの拒否がその本質を成し
ている病がある。それは現在では解離性障害と呼ばれている病で、かつてのヒステリーで

114

病と責任（深尾憲二朗）
© Heidegger-Forum vol.16 2022

ある。解離においては意識または記憶が失われ、自己同一性が寸断され、ときには別人格
に交代する。これらの症状によって患者は、過去から一貫する人格としての自分が負わな
ければならない責任を回避する。同じ精神疾患であっても、内因性疾患である統合失調症
と心因性疾患である解離性障害では、病と主体との関わり方が根本的に異なり、それゆえ
に病と責任との関係も大きく違う。
木村敏は 1969 年にフライブルクでハイデガーと対面した際、ハイデガーが統合失調症患
者について、他の精神疾患患者と同じく頽落し、非本来的な生き方をしているものと見な
していることに反論を試みた 4。木村の信じるところでは、統合失調症のさまざまな症状は、
生まれつきの素質によって自己の個別性が揺らいでいる患者が本来的な実存を求める絶望
的な努力の現れなのであった。そういう意味では、社会的には責任能力がないと見なされ
やすい統合失調症患者は、自分で自分の病の責任を取ろうとしているのである。それに対
して解離性障害は、病とは別の何かについての責任を取ることを避けようとして症状を現
している。統合失調症においては、病が先に存在することによって責任の概念が社会的に
無効化されるのに対して、解離性障害においては、何らかの事態についての責任を自分が
取らされないための手段として、事後的に病を発症しているのである。
このような解離性障害患者に対して、現代の司法は責任能力を認め、厳しく責任を問う
ている。自分の行った犯罪行為について、
「自分には記憶がない。おそらく自分の中の別人
格が行った行為だ」と主張しても、責任は免れないのである。このように主張する多重人
格患者の責任能力について、現代の若者たちは強い興味を持っている。彼らもまた、多重
人格を言い訳にして責任を取らないということは許されるべきではないと考えている。し
かしそれと同時に、統合失調症患者やてんかん患者への共感がほとんどまったくないのと
は対照的に、多重人格患者に対しては強い共感を示すことが多いのである。患者に共感を
示しながら罰することを望むその姿勢には自虐的な色彩があり、そこがまた不気味に感じ
られる。いったい何が彼らにこのような矛盾した態度を取らせているのだろうか？

７．戦争神経症と現代型うつ病
解離性障害が近年増加していることについてはさまざまな解釈があるが、現代社会にお
いて、新自由主義的な風潮に乗って無闇に自己責任が叫ばれ、責任の押し付け合いの様相
を呈していることへの反応として、なんとか責任を回避するための非常手段として発症し
ているものとも考えられる。自らの状態について責任を取らないのは文字通り無責任な態
度であるが、しかしもともと取れるはずがないほど大きな責任を取らされようとしている
としたらどうだろうか。その場合は、どんな手段を使っても責任を回避することが生き延
びるための手段となるだろう。解離性障害あるいはヒステリーという病は、いつの時代も
そのような苦境にある人によって発症されてきたのではなかっただろうか。
ヒステリーの一つの典型は戦争神経症である。戦争神経症の患者は、自分が国のために
4

木村敏：精神医学から臨床哲学へ, ミネルヴァ書房, 京都, 2010 年, pp. 170-172.
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戦って死ぬということに納得できておらず、兵役という責任を回避するために麻痺などの
症状を発症しているものと考えられる。こういう人は、ある意味では自分の運命から逃避
しているわけだから、非本来的な生き方をしていると言えるだろう。しかし逆に、職業軍
人でもないのに、自分が国のために戦って死ぬということに納得できる人が正常だと言え
るだろうか？

たとえ頭では納得していたとしても、体が受け入れないで抵抗するために、

多くの人においてヒステリーが発症するものと考えられるのである。
ところで、近年になって解離性障害が増えてきているとはいっても、多重人格などの典
型的な解離性障害は今でも社会問題になるほど多くはない。しかし、実は昨今ではありふ
れた病と考えられている「うつ病」、いわゆる「現代型うつ病」こそが解離性障害の現代的
な形なのだとしたらどうだろうか。
「現代型うつ病」が古典的な内因性鬱病とさまざまな 点
で大きく異なる疾患だということは広く認識されている。それも当然で、「現代型うつ病」
の多くは心因性であり、本人がその置かれた状況から逃避するために病気という表現を取
っているという意味において、本質的にはヒステリーなのである。
「うつ病の時代」と言わ
れる現代は、本当はうつ病に偽装したヒステリーの時代なのである。
そして、この戦争神経症と同類の病気が若い世代に増えてきている理由は、現代社会が
若者たちにとって戦場のように理不尽だからではない のだろうか。たとえば、企業がまだ
若く経験のない社員をいきなり支店長に任命し、取れるはずのない経営上の責任を取らせ
ようとするやり方が若者たちを追い詰めている。大人たちは若者を社会人として育てる責
任を放棄して、本来自分たちが取らなければならない責任を若者に押し付けている のであ
る。この状況は社会による若者の養育の放棄という意味で、ネグレクトないし虐待 だとも
言えるのではないか。現代の若者たちが自分を責めるような自虐的な態度を示すのは、そ
のような虐待的な風潮のせいではないのか。そうだとすれば、
「うつ病」の蔓延についての
責任を取るべきなのは、この殺伐とした現代社会だということになるだろう。

８．まとめ
人が病の責任を取ることができるのは、その病を自らの実存の一部として受け入れる 時
である。それは長い個人的苦悩の末に、精神的成熟の果実として初めて可能になる行為で
あって、いきなり社会から強制されてできるようなことではない。合理主義の名の下に病
の責任を取ることを強制されるような社会の中では、人は却って責任を回避するために別
の病を発症してしまうのである。人にとって病は避けられないものだからこそ、個々人が
自らその責任を取ることができるような社会の構築をわれわれは目指さなければならない
のである。
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