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ヘーゲルとハイデガーにおけるユダヤ人と民族の共生の問題 

 

景山 洋平（東京大学） 

 

 

はじめに 

  

『黒ノート』の冒頭には「我々は誰であるの
．．．．

か
．

 （Wer sind wir?）」（GA94, 5）という「問い」

が置かれる。こうした問いが「我々」に呼びかけるのは、「我々」が根ざす共生の存立が自

明性を失った状況である。この「我々」は、共同性の機能の諸層、すなわち、家族や友人・

郷里のような親密圏や、私的契約や公共の法で結ばれた社会に局限されるものではない。こ

れら諸機能については、自明性の揺らぎはもちろんあるが、これに対する信頼が完全に
．．．

失わ

れることはない。だが、人間の生の枠組みが変わる時代の転換期に、より基層にある共生の

審級である「我々」の実感、すなわち、「部外者あつかいされず、当事者の一員として、耳

を傾けるに値する者として、承認される」という「共にある」実感が根底から覚束なくなる

ことはありうる。そして、そうした心許なさにおいて、しばしば、「敵」を作り出すことで

「我々」は「我々」となる。 

 最初期から最晩年にいたるまで、この「我々」の実感を自己と世界の存在の根底から取り

戻して再生することは、ハイデガーの関心事である。『黒ノート』では、上記の問いに先だ

つものとして、存在の生起と、存在者の本質への問いが置かれ、そこから「我々」の問いに

向かう（GA94, 5）。そして、哲学者であり教師でもあったハイデガーは、民衆をこの「我々」

である「民族」（GA94, 98）へと「訓育」（GA94, 18）することを自らの課題として『黒ノー

ト』に書き留め、その企図を総長就任演説ではより定式的に表現する。  

 さて、『黒ノート
．．．．

』の
．
ユダヤ像
．．．．

に則して「我々」の本性を考察するさい、問題は、（１）ユ
．

ダヤ像
．．．

の存在論的な意味
．．．．．．．．

と（２）『黒ノート
．．．．

』というテキストの特殊性
．．．．．．．．．．．

の二つの側面に分か

れる。本論文では前者を論じる。前者が投じる問いは、存在論と共同体論の連関、つまり、

「存在の問い
．．．．．

」に則して語られる
．．．．．．．．

「民族
．．

」には
．．

『黒ノート
．．．．

』が見せる異常な空疎
．．．．．．．．．

さでユダヤ
．．．．．

人を排斥する必然性があるか
．．．．．．．．．．．．．

、である。『黒ノート』の驚くほど「凡庸」な差別的ユダヤ像

をどう理解するかは既に研究の一つのトポスであり1、三島憲一は批判理論の背景から「現

実感覚の喪失」といった表現を用いる2。ただし、ユダヤ人の「自己絶滅」（GA97, 20）とい

った憎悪言説は技術時代一般の問題であり（vgl. GA96, 155）、ドイツ人にも当てはまるし

（GA97, 63）、恐らく、技術文明の成員である「日本」（GA96, 261）にも当てはまるだろう。

だから、考察の都合でユダヤ人に話を限定するにせよ、ことの本質は人間全体に対する『黒

ノート』の態度にあると見ねばならない。 

 本論文では、『黒ノート』の断片性という資料的制約を踏まえ、この問題領域に取りくむ

出発点として、ヘーゲルのユダヤ人論という前史をおき、その地平からハイデガーの記述を

検討したい3。ユダヤ人論を形成した初期ヘーゲルの目標は「民族」の訓育と精神的再生で
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あり、これはハイデガーと変わらない。だが、以下で論じるように、ヘーゲルは、近代形而

上学の一つの完成形態とこれに則した近代社会の把握を提示し、その論述内にユダヤ人を

位置づける。この点でヘーゲルは、形而上学の系譜との「対決」において来るべきドイツと

西洋を構想するハイデガーを理解するための不可欠な歴史的背景
．．．．．

・対照点
．．．

となる。 

 

 

１ ヘーゲル形而上学におけるユダヤ人 

 

 概括すると、ヘーゲルのユダヤ人への言及は二種類ある。一方の、そして大半のものは、

ヘーゲル形而上学のテロスである精神の自己実現の歴史から排除された民族
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

というユダヤ

人観である。これは、初期のキリスト教論で形成され、後年の著作でも「光の実在」や「崇

高の宗教」の記述に継承される4。この点は、現代フランス哲学では、リオタールが着目し、

ジョセフ・コーエンが詳細に論じた5。他方の、ごくわずかなものは、『法の哲学』の国家論

における、ドイツ人と平等な市民権を認められるべき民族
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

としてのユダヤ人の記述である。

これは、国家の公的領域と宗教の私的領域を区別する近代的な寛容論―メンデルスゾー

ンはその先駆者である―の系譜に属するものであり、ヨベルのようなユダヤ思想研究者

もヘーゲルのリベラリスト的側面として、特に問題のないものと見なす 6。 

 だが、レオ・シュトラウスやアーレントが指摘するように近代国家の本質的な脆弱性が二

十世紀の全体主義とユダヤ民族の悲劇へと導いたのだとすれば7、解釈者が取るべき態度は、

むしろ、『法の哲学
．．．．

』が哲学として描きだした近代国
．．．．．．．．．．．．．．

家の問題点に接続するように
．．．．．．．．．．．．．

、ヘーゲ
．．．

ル形而上学の誕生の場面である初期のキリスト教論を理解する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ことではないか。換言する

と、ヘーゲル形而上学に固有の絶対者観が確立される中で「ユダヤ人」が排除される事実と、

ユダヤ人を曖昧な仕方で受容した近代国家の哲学的解釈との関係こそが重要でないか。以

下では紙幅の許す範囲でこの点を問題提起したい。  

 

１．１ 民族宗教の展開と合一哲学における法とユダヤの表象 

 フランクフルト期の『キリスト教の精神とその運命』（1798/1800：以下『キリスト教』）で

は、キリスト教を中心に据えて、その対立者として「ユダヤ教の精神」が論じられる。 

 まず、初期ヘーゲルがキリスト教を論じる目的は、狭義の宗教哲学でなく、民衆の心根に

はたらきかけて理性的な共同性にみちびく「民族宗教
．．．．

」を確立することである8。つまり、

ルソーなら「市民宗教」と呼ぶ共同的生の統合への精神的
．．．．．．．．．．．．

コミットメント
．．．．．．．

を9、フランス革

命後―神学校の一年次に勃発した―のドイツに実現することが問題となる。議論構造の

並行性だけを見れば、これは、ハイデガーの「民族」概念の実質となる「歴運」に対応する。 

 それでは、この「民族宗教」はいかなる人間性を目ざすのか。この点を本当に論じるため

には、テュービンゲンからフランクフルトにいたるヘーゲルの起伏に富んだ思想形成を踏

まえねばならない。だが、ここでは『キリスト教』改稿前に成立し、ヘルダーリンの影響が

一番色濃くあった時期に属するユダヤ論に話を限りたい。そこで問題となるのは「法
．
」の所

．．

在
．
、すなわち、ドイツ観念論における有限と無限の主題に対して《法》が果たす役割である。
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ヘーゲルは、《律法への盲従》というやや陳腐なユダヤ像を踏まえて、ユダヤ精神と神人キ

リストの関係を次のようにまとめる。 

 

  （律法と）傾向性のこの合致は、「律法／法則の成就」であり、存在であり、通例の表現では、（客

体として思惟された）可能性の補完である。10 

 

ここで類比されるのは、カント主義とユダヤ精神、そして、ヘルダーリン的な「合一」概念

とキリストである11。すなわち、カントが道徳法則と傾向性を峻別するように、ユダヤ人は

神という「無限な客観」を《分離》させて、自己の心情に疎遠な「律法」に隷属する 12。こ

れに対しヘーゲルは、法則と傾向性の対立を超えて「成就」される「存在」としてキリスト

を語りだす13。この合一、すなわち、人間の内的自然や感情を抑圧しない善の審級が「愛」

と呼ばれる14。一般的表現でいうと、ユダヤの律法はキリストの「愛」により止揚される
．．．．．

。

ここに表れる《絶対者の分裂と統合》という「生」の形而上学の構図は、後年の「精神」の

哲学にも継承され、ヘーゲル形而上学の基礎となる。そして、ここから分かるとおり、「ユ

ダヤ」とは、単なる民族集団でなく、それを
．．．

《合一から分裂した者
．．．．．．．．．

》としておのれから区別
．．．．．．．．．．

することで
．．．．．

、人間がみずからを
．．．．．．．．

《存在と
．．．

人間の
．．．

知の合一
．．．．

》の担い手
．．．．

、すなわち
．．．．

、形而上学の
．．．．．

担い手として見いだすための媒体
．．．．．．．．．．．．．．．

の名称なのである。議論構造として、これは、ハイデガー

が「世界形成」する人間―「歴運」を共有する―から「世界貧乏的」な動物を線引きし

た周知の事情（GA29/30, 394）、そして『哲学への寄与』で存在の思索が「理性的な動物」に

対して
．．．

位置づけられることに似ている15。 

 では、愛において傾向性と法則の分裂を乗りこえる人間性をどのように理解すべきか。こ

こでは、カントの「根源悪」の概念との関係で考えたい。周知のとおり、根源悪とは、主観

的格率の動機根拠を傾向性にも道徳法則にもできてしまう「選択意志」に由来する人間生来

の悪性である16。「根源的」という表現には、格率の根拠としてどちらでも選べてしまうし、

選ばざるをえない、この無根拠な自由の否応なさが現れていると思われる。しかるに、シェ

リングであれば、根源悪の形而上学的起源にさかのぼって、悪の底知れぬ抜きがたさを強調

する。だが、ヘーゲルの「愛」の概念はこれとは反対の道をすすむ。すなわち、そこでは、

傾向性と法則の二元性が解消されるのだから、これと不可分である根源悪の根源性も解消

されてしまう。つまり、「愛」による「和解」において、有限な人間は自らの罪の「運命」

を超克し、おのれを「無限なもののうちに感じる」のである17。また、ヘーゲルいわく、こ

のような人間は、「良心の呵責」が指し示す真理を体得したので、もはや根本的にはそれに

苦しめられることがない18。しかるに、この《選択に伴う人間の罪の運命》を乗り越える弁

証法的な「和解」が自覚されるためには、自覚するそのつど、乗り越える
．．．．．

べき
．．

《有限な人間

の罪の運命》をそれとして明示的に語りだし、悪に囚われた人間に対して自己を線引きする

必要があるが、ユダヤ精神とはその役割を背負わされるものである19。ヘーゲルの明らかに

反ユダヤ主義的な言辞、すなわち、精神的なカタルシスの可能性がない
．．．．．．．．．．．．．．．．

マクベスのごとき民

族、イエスの信に値しない
．．．．．．．．．．

民族といった消極的な記述はここから導かれる20。周知のとおり、

『黒ノート』のハイデガーは、存在忘却を代表する「人間存在の種類」（GA96, 243）という
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ユダヤ像を提示するが、形而上学的合一にたいする態度が正反対
．．．

であるという重要な点を

度外視すれば、自己存在の真なるあり方が《それとの対比によって》語られる歴史的存在者

として「ユダヤ人」が利用される点は共通する。すなわち、人間が自己の存在を真に肯定的

に引き受けて「我々」として生きるために自分に対置するものの範型
．．

が「ユダヤ人」なので

ある。 

 

１．２ 世俗国家におけるユダヤ人の「同化」の問題  

 だが、上述のとおり、『法の哲学』では、ヘーゲルのユダヤ像の基本となるこうした線引

きは表に出ず、逆に、ユダヤ人を同じ人間とみとめて法的平等を承認するヘーゲルのリベラ

リストの側面が表れる。『法の哲学』の「国家」論の、国家と教会の関係を論じる第 270 節

で次のように言われる。 

 

ユダヤ人はまず第一に人間
．．

であり、これは単なる平板で抽象的な性質ではない。この点が含意す

るのは、むしろ市民権の承認によってこそ、市民社会の法的
．．

人格であるという自己感情
．．．．

が生じ、

その他の全てのものから自由なこの無限の根底にもとづいて、思考様式と心術との待ち望まれた

同化が生じることである。21 

 

これは、ナポレオン戦争によるユダヤ人解放への反動で激化した反ユダヤ主義を批判する

言葉である。ユダヤ人への市民権承認を拒む者をヘーゲルは「愚の骨頂」と呼び、対等な法

的資格が認められてこそ真の「同化」が生じ、ユダヤ人との共生が可能になると主張する。

しかるに、ここで着目すべきは、キリスト教への改宗を必要としない、世俗国家
．．．．

への「同化」

の発想である。この世俗的な同化主義は、もともと近代のユダヤ系知識人の側で抱かれてい

た見解であり、その代表のメンデルスゾーンは、啓示された外形的教義と理性の普遍的確信

を分離することで、ユダヤ教のアイデンティティを守りつつ、近代社会への参加の権利を主

張する22。しかるに、後世のわれわれは、この同化主義が十九世紀後半に反ユダヤ主義者―

ニーチェがルサンチマンの典型とみた23―とユダヤ人の両側でラディカルな民族主義に

変質した歴史的事実を知っている。そこで、「同化」の事象が、「国家」という人倫の弁証法

の到達点の問題を浮き彫りにしないかを問わねばならない。  

 ポイントは、「同化」を基づけるヘーゲルの論理が「同化」の根底的な挫折の論理に反転
．．

しうることに存する。 

 「同化」の問題が位置づけられる文脈は、近代国家の政教分離に関するヘーゲルの哲学的

解釈である。ヘーゲルは、一面では、宗教と国家の関係を断ち切ることに反対し、両者を絶

対者との本来的関係とみて、宗教を国家の「基礎」だという24。だが逆に、教会が宗教とし

ての資格で国政に介入することも許されない。なぜなら、前節でみた「愛」の共同性がそう

であるように、宗教はあくまで感情という内面性
．．．．．．．．

において絶対者とかかわるのだが、これに

対し、国家は客観的
．．．

・公共的な法律
．．．．．．

によって成り立つものであり、感情の偶然性に左右され

てはならないからである25。国家とは、古代から近代にいたる西欧の世俗化を通じて、最後

にプロテスタンティズムの地域で実現された「世界史」の「労働」の産物なのである26。 
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 そして、重要なのは、ヘーゲルが、内面性と公共性のこの切り分けを、『法の哲学』にお

ける「道徳」と「人倫」の区別と重ねており27、そのことが「同化」の権利問題を説明する

点である。周知のとおり、『法の哲学』の「道徳」は内面的な反省能力に
．．．．．．．．．

基づく
．．．

個的主体の
．．．．．

自律
．．

にかかわり、「人倫」とはその
．．

「善
．
」が共同体において客観

．．．．．．．．．．
的に現実化された姿
．．．．．．．．．

である

28。そして、「道徳」と「人倫」のあいだには弁証法的な移行関係がもうけられる。管見では、

ここで、『キリスト教』の「和解」の論理が近代国家にそくした形で繰りかえされる。具体

的には、まず、第 140 節で、内面の道徳―自由への積極的コミットメントを宿す―にと

どまる主観の立場が、具体的な行為規範を特定できない反省能力の無規定性ゆえに、ロマン

主義のイロニーのように「空虚」な戯れに転化するとされる29。そして、第 141 節では、主

観だけの立場の空虚さ
．．．

が自覚されることで、道徳にしたがう主観性と、自由を消極的に保証

する外面的秩序である「抽象法」（＝所有権の規範）との同一性が発見され、そうして、抽

象法の外面性と道徳の内面性を「和解」30させる自由の現実態としての「人倫」への移行が

なされる31。しかるに、こうして道徳と人倫のポテンツが異なるなら、人倫に属する国家は

主観的な感情の事象である宗教に介入すべきではない。異教徒のユダヤ人に「同化」をもと

める場合も、改宗を強要するのでなく、市民社会のルールに馴染んでもらい、ゆくゆくは国

家の一員としての「心術」を共有してもらうことが求められる。換言すると、たとえユダヤ

人への宗教差別が心の底にあっても、人倫は内面の問題ではないのだから、市民社会と国家

における平等なパートナーとして彼らを迎えるべきなのである。  

 まとめると、この「同化」の論理は、内面性とは異なる審級に、内面の真理が現実化され

た姿として国家の公共性を位置づけて、宗教的に多様な国民をかかえる世俗国家の統合を

説明する。これにより、諸宗教は国家において平等に処遇され、また国家は、私益を差配す

る単なるメカニズムではなく、宗教が内面でおこなう人間の自己実現を公共性において達

成する。 

 こうした国家は一見して理想的なものである。だが、宗教と世俗国家の関係が《道徳から

人倫への移行》と類比されることの意味を具体的に考えると、「同化」の問題点に気づかな

いわけにはいかない。繰りかえすと、人倫への移行は、道徳の内面的自律性だけではロマン

主義的自由の虚しさ
．．．

にしかたどり着かないことが自覚されると生じる。たしかに、一面では、

この事態を世俗国家と宗教の関係になぞらえることは正当である。というのも、歴史的に、

宗教と世俗領域の分化は、宗教戦争を経験した国家による信仰の自由の保証として実現さ

れたからである32。信仰の内面的確信に固執して、それを他人に強要する者は、政治的主体

として自滅していくだけであり、むしろ、宗教的差異による軋轢を起こさずに
．．．．．．．．．．．．．．．．

、宗教を超え

た共生形式を受容できる者こそが、結果的に自分の信仰も守れる。しかし、他面では、こう

して創設される《公共》は、ある特定の歴史状況で実現されるかぎり、実際には諸宗教にた

いして中立ではない。なぜなら、軋轢を起こさずにすむのは事実上マジョリティの宗教であ

り、公共性の内実も彼らが作り上げるものだからである33。これに対し、どうしても軋轢を

起こしてしまう宗教的なマイノリティは、世俗国家の視点からは、追放はされずとも、成熟

していない厄介者の民族として劣位におかれえる34。これは、明示的な差別でなく、宗教と
．．．

世俗国家の区別をささえる軋轢の
．．．．．．．．．．．．．．．

経験の特殊性を公共性によって包みこむ暗黙の
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

差別
．．

であ
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る。そうしたものだから、これをあからさまに表現するのははばかられ、建前
．．

としてはみな

が平等に処遇される。だが、ヘーゲルの記述にもふくまれる市民社会の問題点、すなわち、

一方では、貧富の差が拡大する傾向性と、他方では、市民を守るべき「職業団体」が事実問

題として結びつきがちな身分制の不合理とが顕在化するとき、ユダヤ人と直接には関係な

いこれらの矛盾で生じたルサンチマンが、宗教的マイノリティである彼らに結びつけられ

て、《高利貸しのユダヤ人》や《かぎ鼻・黒髪の劣等人種》といった憎悪のステレオタイプ

を増幅してゆくだろう35。また、ユダヤ人の側でも、同化をこころみても結局は差別される

現実に直面し、反転して、みずからを「民族」や「人種」として積極的に特殊化してゆくだ

ろう36。『黒ノート』で、ユダヤ人について「計算高さの才能」（GA96, 56）と「人種原理」

（GA96, 56）が語られる時、ハイデガーは、近代的人間性の矛盾の産物のこの両端  ―歴

史的には帝国主義と民族主義となる―を意識しており、両者の結節点としてユダヤ人を

位置づけたと思われる37。 

 

 

２ 存在の思索と共生の問題 

  

真の自己の対立者
．．．．．．．．

、そして、近代の諸矛盾の結節点
．．．．．．．．．．

。これが、ヘーゲル形而上学における

ユダヤの形象である。世俗化論が近年しばしば取り上げられるように、公共性と内面性の軋

轢をめぐる問題がこの二十一世紀の生の多様な文脈に反復されることを考えれば38、今日の

われわれは、自分が「ユダヤ人」を創り出していないか自省すべきである。それでは、これ

に対し、『黒ノート』は、ハイデガーの時代の文脈で、また、ヘーゲルがなお重要性を持つ

現代において、われわれに何を語りかけるのか。 

 問題の焦点を絞ろう。序文で挙げた第一の問い、すなわち、「民族」とユダヤ人の関係に

ついて、単純に考えれば、ハイデガーは『黒ノート』のような憎悪言説にくみさないはずで

ある。なぜなら、恒常的現前性としての存在解釈と対決する彼の立場では、分裂（ユダヤ人）

に対置される「合一」の想定こそが批判対象となるからである。また、ハイデガーの現存在

は、宗教の内面性と国家の公共性のどちらにも属さず、むしろ、区別
．．

を所与の
．．．．

制度として固
．．．．．．

定化
．．

せずに
．．．

、区別
．．

が生
．．

じる
．．

その都度の軋轢の
．．．．．．．．

状況を
．．．

「決意性
．．．

」において
．．．．

引き受けるべき存在
．．．．．．．．．

者
．
であり、そのかぎりで、区別そのものが

．．．．．．．
生み出す
．．．．

隠然たる排除へのセンスを持ちえた
．．．．．．．．．．．．．．．．

はず

である。だが、議論構造上、『黒ノート』のユダヤ像はヘーゲルのそれになにか類似してい

る。この事実をどう理解すべきか。また、この点を踏まえて、『黒ノート』の「我々」―

そもそも存在の思索がかたる
．．．．．．．．．．．．．

共生
．．
―を肯定的に受け止める道はなにか。 

 

２．１ 形而上学の虚像としてのユダヤ人と「我々」 

 『黒ノート』の刊行以来、論者がほぼ一致するのは、ハイデガーの反ユダヤ主義的言辞が

彼の存在史に位置づけられること、特に、「第一の始原」と「別なる始原」の歴史記述構造

と密接に結びつくことである。具体的には、ユダヤ人は、「第一の始原」に淵源する形而上

学の歴史の終端に位置づけられ、「自己絶滅」（GA97, 20）することによって、「別なる始原」
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への開放性を可能にするものとなる（vgl. GA96, 132, 155）。この点を重視したトラヴニは「作

為機構」と「別なる始原」の二項対立さえなければ、「存在史的反ユダヤ主義」も退けられ

ると主張し39、また、ナンシーは「始原」の語りが形而上学への囚われを示すとみて、その

点から西洋的思惟の「自己憎悪」としての反ユダヤ主義を説明する40。たしかに、恒常的現

前性としての存在解釈と対決する存在史が、存在忘却の歴史がそこで突破される「別なる始

原」を語ってしまうと、存在の現前性が将来にずらされたにすぎない印象を与えるのは間違

いない41。そして、「ユダヤ人」がこの「始原」の対立者として語られるかぎり42、それは、

前章で見た『キリスト教』の議論と構造的に大差なくなるだろう。 

 だが管見では、事態はもう少しだけ入り組んでいる。すなわち、「別なる始原」とは、存

在史の不徹底さによる形而上学の残滓ではなく、むしろ、形而上学との対決を徹底する正に

そのことによって、存在史が創作してしまう特異な現前性だと思われるのである。例えば、

デリダがハイデガーについて、形而上学批判がそれ自体の存在―「人間」等―によって、

形而上学的前提をたえず自らのうちに創出してしまうと指摘したことを想起しよう43。これ

と同様のことを、存在忘却の歴史を語りだすナラティブにもいえる。すなわち、このナラテ

ィブは、たとえその目標が「現前」と「非現前」の両義性であっても、根ざすべきものとし

てこれを語りだすことによって、「そのような目標がある」というテロスの現前を創り出し

てしまう。そして、この始原は、自分が乗りこえるべき存在概念にコミットできないので、

ヘーゲルの絶対者のような実体を持ちえず、むしろ、形而上学の「自己絶滅」が進行したそ

の果てに虚像
．．

のように浮かび上がる空疎な現前にすぎない。このことは、ハイデガーのユダ

ヤ像に、ヘーゲルの形而上学的なユダヤ像にはない特徴を与える。則ち、このように空疎な

始原の《対立者》にすぎないものとして、「ユダヤ人」はなおさら内実を失った凡庸な観念

となってゆくのである。この場合、存在史の語り手は、ユダヤ人の現実に対して完全に無関

心でもよくなり、かえってユダヤ人は、「どこにでも、捉えどころなく」（GA96, 262）偏在

する亡霊のように無内容な敵対者でなければならなくなるだろう。まとめて表現すると、

『黒ノート』が描くのは、ヘーゲルとは異なり、形而上学の虚像
．．．．．．．

として
．．．

の
．
ユダヤ人
．．．．

になると

思われるのである。こう考えると、『黒ノート』の記述で実は一番問題となる《ユダヤ人に

ついて真剣に思考するつもりがない憎悪言説の凡庸さ》を適切に説明できるし、また、ハイ

デガーが自らのユダヤ像を撤回しないまま『黒ノート』の出版を許可した理由も理解できる。 

 それでは、こうした帰結は、存在の思索が語る「我々」、すなわち、存在の根底から捉え

られた有限性を肯定的に引き受けて共生する「死すべき者ども」について何を示唆するだろ

うか。管見では、ここで、「我々」の実存の根底の極限的な無責任
．．．．．．．

が問題となる。ハイデガ

ー哲学の基本に立ち返って考えると、まず、おのれをしめす現象の事実性に定位する存在の
．．．

思索
．．

の共同体論におけるメリットは、前章で見た世俗国家と宗教のような概念対に思考を

固定化されずに、そうした区別が形成される多様な
．．．

事実的
．．．

状況
．．

を「引き受ける」責任の柔軟

な担い手を明らかにしたことである。だが、自己と世界の存在に定位する論理をつきつめれ

ば、最終的に、「我々」に責任の実感を与えるものは、存在者から絶えず脱去する後期哲学

の意味での存在になる44。しかるに、この脱去を上述の「別なる始原」のようにそれ自体と
．．．．．

して
．．

対象的に把握した場合、『法の哲学』の読解を通じて考察できるようなオンティッシュ
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な矛盾、すなわち、公共と内面の区別そのものにひそむ差別や、この差別が顕在化して剥き

出しの暴力と化した状態は、「我々」の共同性の真の再生には関係がないものとなり、また、

『黒ノート』の記述に則すると、《「我々」の共同性の真相を対比的に際だたせるための材料》

でしかなくなってしまう。当事者の視点から掘り下げられる責任の実感の存在論的な根源

は、同時に、皮肉にも、いかなる状況であれまったく無差別に「享受」する「無為」の無責

任を人間存在の根底に見いださせるのだ。『黒ノート』は、そのような「我々」の逆説を典

型的に示していると思われる。 

 

２．２ 有限性を伝承する共生 

 とはいえ、先述のとおり、元来、存在の思索は、真の自己の対立者として《他者》を創作

するような形而上学的思考と対決していたはずである。それゆえ、世界の論壇を騒がせる

『黒ノート』について結局のところ問うべきは、そのユダヤ像を踏まえてなお、この態度の

積極的意義をしめす「我々」の構想が可能か否かである。ハイデガー自身はこの点を明確に

論じていないが、管見では肯定的な再構成は可能である。そのために、第一に、存在の思索

が立脚する経験を具体的にとらえ、第二に、これを反復する行為のあり方の分節化―言語

的伝達から事物との交渉に展開する―を試みよう。 

 まず、「我々」の実存が根ざすべき存在の「脱去（Entzug）」とは、「存在は現前に固定化

されない」という命題によって表象されるだけの思弁的観念でなく、自己と世界の存在感覚

の経験
．．

、それも、「痛み（Schmerz）」と表現される痛切な実存の経験である。『言語』（1950）

ではこう言われる。 

 

痛みは、たしかに引き裂いて、分け隔てる。だが、それは、同時にすべてを自らへと引き寄せて、

おのが内に集約するようにしてである。（US, 27） 

 

「痛み」と表現されるのは、「脱去」において自己と世界の存在感覚が解体されるからであ

る。これにより、人間は「死すべき者ども」としての有限性をその根底から感得する。また、

「痛み」は、形而上学の歴史が限界にたどりつく技術時代において真に経験される。前章と

の関係でいうと、これは、宗教的差別や経済的対立などの個別の軋轢にかぎられず、むしろ、

無数のそうした軋轢の総体が誰にも見渡せないほど複雑に絡まりあうなかで、一歩間違え

ばひとの営みがその尊厳
．．．．

や最高の価値
．．．．．．

とともに
．．．．

没落しうるような《脆さ》のただなかに生き

ることの「痛み」である。しかるに、ハイデガー本人がそう考えたかは微妙だが、技術時代

における自己存在の有限性を、観念的に論弁するのでなく、実際
．．

に
．
経験する
．．．．

人びととは、彼

が「自己絶滅」のナラティブを帰属させた者たち、すなわち、技術時代に積極的に参画し、

あるいはいやおうなく巻き込まれ、その破滅的帰結の当事者となってしまった者となるは

ずである。ホロコーストの歴史をへた生身の
．．．

ユダヤ人―ナラティブの配役でなく―は、

ドイツ人や日本人と同様に、あるいはそれ以上の資格で、この「痛み」の担い手となるに違

いない。 

 しかるに、ドイツ人もユダヤ人も、無論日本人も、真の自己の対立者を創作したところで、
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「痛み」の現実に真に根ざして生きることはできない。ここでは、「痛み」が、脱去する存

在の非現前
．．．

に臨む「痛み」であることに注意しよう。このような現実を受け容れて、これと

和解するためには、立ち返るべき真の自己をどこかの時点に現前させるのでなく、反対に、

現前する
．．．．

自己を超えて
．．．．．．

、技術時代の生
．．．．．．

の脆さ
．．．

と悲しみ
．．．．

を語り継げる
．．．．．．

過去と未来の人びとと
．．．．．．．．．．

のつながり
．．．．．

を
．
紡がねば
．．．．

ならない
．．．．

と思われる。すなわち、「死すべき者ども」の反復は、その

「痛み」の語りに耳を傾けられる過去の人びとと、自らの「痛み」の言葉を託せる未来の人

びとに依存していると考えられるのである。管見では、こうした人間性をハイデガーの言語

論関連の記述から読みとれる。例えば、『思索とはなにか』では、「おのれを脱去するもの

（＝「存在」）への歩みへと引き入れられることにおいて、人間は記号である
．．．

」（GA7, 135 

強調原著者、補足筆者）といわれ、「脱去」する存在との「関係（Verhältnis）」（vgl. GA7, 

180）を生きる人間存在の広義の言語性格が指摘される。しかるに、この《今ここで非現前

へと指し示す》記号の性格を人間の共同性について考えると45、存在の思索の「我々」とは、

有限性の語りを誰かから託され、自分も誰かに託す伝承の営為において、そのつど新しく生

成するものだと言えるはずである46。 

 管見では、この点に、無責任さに沈みこまずに、「我々は何をなすべきか」（GA94, 5） に

ついて真剣なコミットメントをもって考えて、その都度のオンティッシュな状況に応答す

る人間存在の可能性を見いだせる。ポイントは、「痛み」の語りがあたえる未来への開放性

の感覚が、人間に、前を向いて、能動的に眼前のオンティッシュな状況に向かい合う動機と

なることである。これは、例えば労働者階級の解放の未来をかたって現在の人間に実践をう

ながすような哲学的ナラティブとは異なり、人間の本質を実現する歴史のテロスはそこに

はもはやない。だが、だからといって静寂主義に陥るのでもない。そうでなく、ここで問題

となるのは、形而上学的な自己完成の理想の限界につきあたった人間が、自らの
．．．

そうした
．．．．

有
．

限性を
．．．

肯定的に
．．．．

反復する正にそのために
．．．．．．．．．．．

、自己を超えた未来において同様に有限性の
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

「痛み
．．

」

に直
．．

面する場があるよう
．．．．．．．．．

「準備
．．

（Vorbereitung）」すること
．．．．

なのである47。直感的な表現でい

いなおすと、自分の存在が消滅した後でも、言葉を誰かに託せるという想いは、ある意味で

は世界そのものである人の心に、その心よりも大きな広がりをひらき、そうして、その広が

りのなかで、目下の状況で行動することに新たな意味を与えるのだ。 

 具体的には、ここでは、ヘーゲルのように国家と宗教の対立や経済格差などの矛盾を止揚

して解決
．．

することはもはや目ざされない。そうでなく、「準備」する人間は、「痛み」の場―

諸矛盾が形成する総体的文脈―をある諦めをもって受容しつつ、なお、この場を世代を通

じて託し合っていくことを求めるのでなければならない。例えば、身近な環境世界との「交

渉」でいうと、歴史的建築物の存廃をめぐって対立する者たちには、存廃いずれに決するに

せよ、どちらの愛着
．．．．．．

も
．
尊重された実感が残される
．．．．．．．．．．．．

ように
．．．

物と関わることが求められる。また、

世俗国家と宗教の軋轢についても、公共性と内面性のどちらを重んじるにせよ、軋轢を起こ

す者の存在に余地が与えられねばならないし、逆に、世俗国家の秩序に従う者の正当さも認

められねばならない。これは、予定調和のように一度に軋轢が受容されることでなく、どの

ような状態が調和なのか見とおせないまま、対立者同士が、今後も軋轢のひずみに耐える覚

悟を持って、他者と共存するプロセスに向けて行動することである。そこで根本的に重要と
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なるのは、「痛み」の場の限りなく複雑な矛盾の錯綜のただなかで、そこに巻き込まれた何

者も実際に
．．．

「絶滅」することがないように力を尽くすことである。しかるに、この営為は、

人間を自己の運命の主たらしめることなど決してできない牧人のように地味なものである。

だが、ここには、決して解放されえない脆さの根底から人間をつかみとり、その都度新たな

「我々」をつむぎだす、現代の人間性にとっておそらく最後に残された共生の哲学的理念が

示されている。筆者としては、ここに、存在の思索が語る「我々」の肯定的な可能性を見い

だしたい。 

 

 

結語 

 

 本論文では、ヘーゲル形而上学のユダヤ像という背景を設定し、そこから、『黒ノート』

のユダヤ像と存在の思索の「我々」の特質について検討した。その結果は、『黒ノート』に

関しては、極めてアイロニカルなものである。なぜなら、形而上学と対決することで自己と

世界の存在のリアリティに真に根ざすことを求める思考が、まさにその態度の故に、形而上

学的な反ユダヤ主義のモチーフに寄生して、しかもこれを限りなく空疎なしかたで繰りか

えすからである。また、この点と連動して、『法の哲学』が持っていた近代国家というオン

ティッシュな事象に関する分析の重み
．．

も、『黒ノート』の陰謀説めいたユダヤ像からは失わ

れてしまう。だが、これは、単なるハイデガー個人の錯誤ではなく、《あるがままの
．．．．．．

事実的

生を責任をもって引き受け、真に自己自身となる》という本来性の理想を突き詰めることで

導かれる普遍的な問題である。この点で、序で挙げた第一の問い―存在の思索の「我々」

における空疎な排除―には「然り」と答えねばならない。また、これはユダヤ人に限った

話でなく、実際に「ハイデガー」の名が結びつけられる難民問題など 48、現代世界のあらゆ

る局面でわれわれが直面している事態である。この点を踏まえつつ、「我々」の概念の肯定

的可能性を追求することが、『黒ノート』を読む者がみずから自身の歴史状況から乖離しな

いために死活的に重要だろう。 
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像は、「自分たちの性格を変化させてきた」ヨーロッパ民族に対して「歴史に逆らうことによっての

みこの民族を維持する」ユダヤ人を対置し（野村真里・篠原敏昭訳 , 『ヘーゲル左派論叢』第 3 巻, 

お茶の水書房 , 1986 年 , p.16, 18）、《普遍的文明に追いつけない未熟な民族》への蔑視に満ちている。  
35 マルクスの『ユダヤ人問題に寄せて』における「市民社会はそれ自身の内臓から、たえずユダヤ人

を生み出す」といった周知の文言を想起されたい。Vgl. Marx, Karl. Engels, Friedrich. Werke, Artikel, 

Entwürfe. Bd. 2. März 1843 bis August 1844. Apparat , Dietz, Berlin, 1982, S.166. 逆に、マルクスがそこで批判

したバウアーは、当の『ユダヤ人問題』では宗教一般からの人間の解放を主題化したが、1848 年の

革命の挫折以降は、あからさまな人種差別に転じる（参照：野村真理 ,「解説」,『ヘーゲル左派論叢』

第 3 巻 , お茶の水書房 , 1986 年 , p.262）。 
36 モーゼス・ヘスは、青年期はユダヤのアイデンティティよりも人類の普遍的解放を重視し、1831 年

の友人宛書簡で「私は、ユダヤ人であることを犠牲にして人間である」と記している（野村真理 , 『西

欧とユダヤのはざま』, 南窓社 , 1992 年 , p.66）。だが、革命の挫折の後の『ローマとエルサレム』（1862）

では、「普遍的ヒューマニティ」へのユダヤ民族の包摂の理念を「博愛主義的幻想」と切って捨て（野

村真里・篠原敏昭訳 , 『ヘーゲル左派論叢』第 3 巻 , お茶の水書房 , 1986 年 , p.194）、階級闘争より「人

種闘争」こそが人類史の原理であり、ドイツ民族を敵とする人種闘争の終結とともに階級闘争も終

焉すると主張する（同 p.230f.）。野村真理によれば、ヘスの「人種」概念は当時の生物学研究に依拠

したものであり、また、彼は、パレスチナにユダヤ人国家を建設するためにユダヤ人がフランスの

帝国主義の先兵となることすら主張する（野村真理 , 『西欧とユダヤのはざま』 , p.73f., p.79）。ハイ

デガーがヘスを直接読んでいたとは思えないが、『黒ノート』で「生物学的なもの（das Biologische）」

（GA97, 20）と破壊の原理としてのユダヤ人を結びつけるさい、ユダヤ人の民族主義にも存在したこ

うした 19 世紀由来の疑似科学的な人種観を知っていたのでないか。 
37 「計算高さの才能」の表現は、近代的主観による世界の表象化と計算・制御という存在史の近代解

釈の延長でとらえられる。実際、「無世界性」が語られる箇所でも、ユダヤ人と「計算」が結びつけ

られる（GA95, 97）。ただ、これだけでは、『ベニスの商人』のような陳腐なユダヤ像―ずる賢い金

貸し―と、近代的主観と世界の関係性とを無造作に接続するあまりにも幼稚な主張になってしま

う。むしろ、19 世紀以降の近代的な反ユダヤ主義というより具体的な文脈におけるクリシェとして

当該箇所を受け止めた方が事柄を理解する上で有益でないか。  
38 例えばハーバーマスの『自然主義と宗教の間で』（2005）所収の「公共圏における宗教」を参照せよ

（vgl. Habermas, Jürgen. Zwischen Naturalismus und Religion, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 2005, Kap.5）。 
39 Trawny, Peter. Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung , Klostermann, Frankfurt a.M., 2014, S.100f. 
40 Nancy, a.a.O., S.35, S.39. 
41 嶺秀樹氏も「歴史の元初」の語りが「形而上学的思惟の思惟の運動と同じ道をたどっている」と指

摘する。参照：嶺秀樹 , 「『哲学への寄与』におけるハイデッガーの元初的思索の構造」 , 『人文論

究』（関西学院大学） , vol.41(1), 1991, p.14f. 
42 トラヴニはこれを「存在史的マニ教」と呼ぶ（Trawny, a.a.O., S.22 u. Anm.17）。 
43 Cf. Derrida, Jacques. De l'esprit : Heidegger et la question , Galilée, Paris, 1987, Chap.6. 
44 管見のおよぶかぎり、後期の存在の思索と責任概念がもっとも明示的に接続されるのは『ヘルダー

リンと思索の本質』（1937）であり、そこでは「神々を名指す語は、常に、そうした呼び掛けへの答

えである。この答えは、その都度、運命の責任（Verantwortung）から涌き上がる」（EHD, 40）と言わ

れる。 
45 『言語』では、人間の（特に詩的な）語りについて、「呼びかけ（Rufen）は…彼方へと、また、こ

ちらへと呼びだす。『こちらへ』とは『現前の内へ』であり、『彼方へ』は『非現前の内へ』である」

（US 21）と言われ、言表行為と両義性としての存在概念の関係が示される。  
46 ハイデガーは、存在の脱去に則して語られる共生の言語的性格を「対話（Gespräch）」と呼ぶ。『言

語についての対話から』（1953/54）では、「応答（Entsprechen）」が「ただ対話でのみありえる」とさ

れ、この「対話」が「言（Sage）の本質現成に根源的に委ねられてある」と述べる（US, 151）。 
47 ハイデガーの「準備」概念については拙著を参照：『出来事と自己変容』 , 創文社 , 2015, p.335f. 
48 2015 年 8 月 23 日の『ツァイト』紙には、黒革の手帖をもった入境審査官ハイデガーが、入境しようとす

るカント、アドルノ、デリダを排除しようとする架空の対話が掲載された（vgl. http://www.zeit.de/kultur/

2015-08/fluechtlingspolitik-philosophie-adorno-heidegger-kant-drama）。 
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メタポリティックの概念 

 

加藤 恵介（神戸山手大学） 

 

 

 ハイデガー全集における『黒ノート』の出版とともに、ハイデガーの 1930 年代後半の「存

在史」の構想のうちに含まれる反ユダヤ主義的な要素が問題となった。このとき哲学的な問

題になるのは、ハイデガー個人が（ナチ党員であった上に）反ユダヤ主義者であったか否か、

ではなく、ハイデガーの哲学がその本質的な部分において、はたして、あるいはどの程度ナ

チズムおよび反ユダヤ主義と結びつくものであったか、である。（この解明のためには、ナ

チズムと反ユダヤ主義の「本質」も問われることになる。しかし、はたしてそれらに単一の

「本質」を想定することができるだろうか。）そこで、フィガールやトラヴニーも言うよう

に「区別すること」1、「汚染に境界線を引くこと」（HM,114）が必要になる。  

 しかし問題は、ハイデガーの哲学あるいは思索が、このような区別に抗うような特質を示

していることであり、それは、ハイデガーの思索が歴史的、政治的な「現実」と取り結ぶ特

異な関係によるものである。このことは単純に非難あるいは弁護すべき「欠陥」ではなく、

むしろ、哲学と現実の関係について再考するための特権的な一事例を提供するものと思わ

れる2。 

 『黒ノート』において顕著なことは、彼の存在史の構想が、現実の世界史的な事象と直接

的に結びつけられ、当時の歴史的、政治的現実にそのまま存在史的な意味が与えられている

ことである。古代ギリシアの「第一の原初」を受け継ぐ「別の原初」の民族として「ドイツ

民族」に特権性が与えられるだけではなく、これと敵対するものとして「歴史なきもの」「地

盤〔土地〕なきもの」である「ユダヤ（Judentum）」が名指される（GA95,96）。国家を持たな

いユダヤ人の現実が直接的に「無世界性」に結びつけられ、存在論的、存在史的な規定と存

在者的（オンティッシュ）な現実の事象が無造作に短絡させられている。  

 ただし、このような記述がなされた時期にはハイデガーはすでにナチズムへの期待を誤

りと認めており（408）、現実の世界戦争は、いずれも近代形而上学の完成としての工作機構

（Machenschaft）の諸形態であるナチズムと、アングロ・アメリカニズム、ボルシェヴィズ

ム、そして後二者を背後で操る「世界ユダヤ組織（Weltjudentum）」の間の抗争とみなされる

（GA96,109,193,243）。 

 ハイデガーの思索は、なぜこのような形で歴史的、政治的な現実を取り込むことになった

のだろうか。この問題を考察するための一助として、『黒ノート』の総長在任中の時期に現

れる「メタポリティック（Metapolitik）」という概念を取り上げる。この概念は、「メタ‐フ

ィジック」と等置されることから（GA94,116）、『存在と時間』公刊後の「形而上学期」に現

れるメタ存在論（Metontologie）の発展した形態と見なすことができる。メタ存在論とは、現

存在の存在理解の有限性、すなわち事実的、存在者的な現実の制約を、「存在者の全体」を

問う「形而上学」の内部に回収しようとする全体化の試みであった。『形而上学の根本諸概
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念』によれば、形而上学は「哲学しつつある実存を含み込む概念（Inbegriff）」と「全体の概

念」（GA29/30,13/19）という二重の意味で「全体を含み込む思惟」とされる。「全体へと向

かうどの問いも、問う者自身を問い自身の中に一緒に含み込み（begreift in sich mit）、問う者

を全体の側から問題にする」（20/28）。この問いは、「現存在に再び現実を、すなわち彼の実

存を付与する可能性」（257/287）にかかわっている。    

 ハイデガーにおいて、「存在の問い」が、問う者の具体的、歴史的な現実を「含み込む」

ものでなくてはならなかったこと、このことは、「存在の意味」として「事実的生」の意味

が問われる初期フライブルク講義以来、「存在一般の意味」が問われる『存在と時間』期、

形而上学期を経て、30 年代後半の『黒ノート』版存在史に至るまで一貫していたものと思

われる。問う者の現実は、「事実性」、「実存」、そして「民族」をめぐる「政治」の問題へと

引き継がれる。とりわけ総長在任中の時期には、彼は「我々は哲学を現実にすることを欲す

る」（GA36/37,4）と宣言している。 

 形而上学の全体性は、この「問う者」の実存と「全体の概念」という二重の契機によって

構成される。「全体の概念」すなわち「存在者の全体」という契機は、「存在一般の意味」へ

の問いによってすでに要請されていたが、形而上学期の「メタ存在論」において明確にされ

る。しかしこの「存在者の全体」への要請は、事実性‐被投性‐有限性の契機と齟齬を来し

ているように思われる。このことはメタ存在論の語りの可能性をハイデガーが示すことが

できなかったことに現れている。 

 ハイデガーによる「民族」の導入は、被投的な実存の問題を引き継ぐものであると同時に、

「存在者の全体」への問いに呼応して個別的な現存在を越え出る「問う者」の共同体の要請

によるものとして、形而上学の「全体化」の二重の契機のうちに位置づけられる。他方で先

に触れたように、存在論的なものと存在者的なものの短絡ないし癒合が問題なのだとすれ

ば、このことは存在理解の事実性、有限性から帰結するものである3。 

 メタポリティックの概念は、ハイデガーにおける「政治的なもの」の問題を、「問う者」

の事実的な実存あるいは現実を取り込みながら「全体」を志向する、彼の「形而上学」の不

可能な「全体化」への要請との関連から、考察することを要請するように思われる。 

 

 

１．事実性、被投性、有限性 

 

初期フライブルク講義において「存在の意味」が問われるとき（GA61,58/62）、それは「あ

りとあらゆる存在者」ではなく、「現実」すなわち有意義性（GA58,104/100）を生きる「事

実的な生」の意味である。事実性の解釈学とは、「そのつどの我々自身の現存在」（GA63,21/25）

による、みずからの事実的な実存の自己解釈であり（15/19）、時代と状況とを越えた一般性

をもちえず、「人間」概念も、「普遍的なもの」すなわち「存在者の全体」（40/47）も主題と

はならない。 

 『存在と時間』においては、「存在一般の問い」のための「基礎的存在論」として、「事実

性の解釈学」が超越論的に捉え直されることによって「実存論的分析論」へと引き継がれ、
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事実性の概念は被投性へと引き継がれる。「その由来と行く末については暗闇に包まれてい

る」現存在の存在性格が「被投性」と呼ばれ、この用語は「引き渡しの事実性」を意味して

いる（SZ,135）。被投性以前に遡り得ず、自らの存在を根拠づけることのできない現存在の

無的な性格が「負い目存在（Schuldigsein）」と呼ばれる（285）。 

 存在の意味が問われるべき場である現存在の存在理解は、存在者としての現存在がその

うちに事実的に被投された、存在者的な、具体的な現実の制約のもとにある。「存在者は、

それを開示し、発見し、規定する経験や知識や把握からは独立に存在している」（183）が、

「現存在が、すなわち存在理解の存在者的可能性が存在している限りでのみ、存在が「与え

られている」」（212）。 

 すると、「問う者」である現存在の実存の被投性における現実の存在者的な制約が、彼の

存在理解を限定することになる。「存在一般の意味」が問われるとき、このような存在者的

な制約と齟齬を来すのではないだろうか。 

 『現象学の根本諸問題』によれば、「自然の存在
．．

には内世界性は属していない」。というの

は、「それは、我々がそれを発見することがなくとも、すなわちそれが我々の世界の内部で

出会われることがなくとも存在する」。内世界性は自然が存在者として発見される可能性の

ための「可能的だが必然的ではない規定」である（GA24,240/244-5）。すると、事実的に現存

在に出会われていない自然の存在については、現存在の存在理解によっては、とりわけ世界

性＝有意義性によって規定される手許存在（Zuhandensein）からの派生としての直前存在

（Vorhandensein）という概念によっては、その存在の意味へと至ることはできないことにな

る。 

 轟の指摘するように（SK151）、ハイデガーがすでに 1926 年夏学期の講義においてメタ存

在論について語っていたことは、「存在一般の問い」が「存在者の全体」への問いを要請し

たことを示している。「存在への問いは自己自身を超越する。存在論的問題は転換する！ 

メタ存在論的に。テオロギケー、全体としての存在者」（GA22,106/128）。少なくとも、ここ

で「全体としての存在者」が導入されたことは、「存在一般の問い」の導入とともに、『存在

と時間』の実存論的分析論において「存在者の全体」を拒否する「事実性の解釈学」を継承

する契機との間に齟齬が生じたことを示している。  

 「メタ存在論」が再び論じられるのは 1928 年夏学期の講義においてである。この時期、

事実性‐被投性の概念は「存在理解の有限性」へと引き継がれる。『カントと形而上学の問

題』によれば「人間の実存とともに存在者の全体への侵入が起こる」が（KP,221/245）、人間

は自ら支配し得ない「存在者の全体」の中に被投され、これに依存し、委ねられている

（221/246）。「実存は存在様式として有限性であり」、その最も内的な根拠は、「本質的に実

存的な有限性としての存在理解」である（223/247）。 

 「形而上学の基礎づけ」（KP,218/242）は、「哲学の有限性」（GA26,198/212）からの「存在

論の転換」を要請する。「存在が与えられるのは、現存在が存在を理解するときのみである」

が、「存在が理解のうちにあることの可能性は、その前提として現存在の事実的実存をもつ。

そして現存在の事実的実存はさらに、その前提として自然の事実的な直前存在をもつ」

（199/213）。それゆえ、「現存在の分析論」「存在のテンポラリテートの分析論」に続いて、
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そこからの「転換」による、「存在者をその全体においてテーマにする」「形而上学的存在者

論〔オンティック〕」が要請される。これが「メタ存在論」であり、「基礎存在論とメタ存在

論は、それらの統一において形而上学の概念を形成している」（201/215）。つまり形而上学

は、「問う者」の存在理解の有限性による制約を、その前提となる「存在者の全体」のうち

に回収する試みといえる。「形而上学は、存在者を存在者としてかつ全体として、概念的把

握のために取り返すために、存在者を越え出て問うことである」（GA9,118/144）。 

 それは、存在の意味のテンポラリテートによる解明からの「転回」による「形而上学的存

在者論」になるはずだが（GA26,201/215）、この解明自体が中途に留まったため、この「メ

タ存在論」がいかにして可能なのか、不明なままである。  

 メタ存在論の試みは、現存在が自らの被投性による制約へと遡りうることを意味するの

だろうか。『存在と時間』のいう現存在の「負い目存在」とは、被投性以前へと遡り得ない

無力によって性格づけられる。この両者は両立するのだろうか。それとも、形而上学の根拠

づけとメタ存在論は、現存在が自らの存在の「前提」へと遡りうるとすることで、「負い目

存在」を超克するのだろうか。だとすれば、これはいわば、現存在が「弱い主体」から「強

い主体」になることを意味している。   

 また、「現存在の事実的実存」が「自然の事実的な直前存在」を「前提とする」というと

き、この「前提」の論理によって、現存在をも直前存在の連関のうちに取り込むことになら

ないだろうか。   

 彼は有限な存在者である我々に「存在者の全体をその一括性において、それ自体として」

通路づけるものとして（GA9,109/130）、情態性を援用する。我々は「何らかの仕方で全体と

して露呈された存在者のまっただ中に」我々を気分的に見いだし、「気分という情態性」に

おいて、全体としての存在者が我々に露呈されている（110/131-2）。しかしそこから「存在

者の全体」に遡り、これについての「存在者論」に至る道筋を示すことはできなかったので

はないだろうか。 

 ハイデガーによって特権的な情態性とされるのは、「不安という根本気分」であり、これ

は「存在者を全体として滑落させ」、無に直面させる（GA9,112/134）。「不安は、全体として

の存在者に対しての全くの無力さのうちで、それ自身を気分的に見いだしている」（113/136）。

それゆえ「不安の無の明るい夜」において「存在者を存在者として開示する根源的な開示性」

が生じる（114/137）。「覆蔵された不安に基づいて無のうちに現存在が投げ込まれて保たれ

ていることは、全体としての存在者を乗り越えること、超越である」（118/143）。「この越え

出て行くことが、形而上学それ自体である」（121/148）。 

 しかし、この「存在者の全体が滑落する」不安によっては、「存在者の全体」の「概念的

把握」（GA9,118/144）に至る道筋は示され得ず、「形而上学的存在者論」としての「メタ存

在論」の可能性は、示されないままである4。 
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２．形而上学と政治的なもの 

 

 この「形而上学」ないし「メタ存在論」と、ハイデガーにおける「政治的なもの」あるい

は「民族」との関係に関しては、ラクー＝ラバルトや轟の研究がある。  

 ラクー＝ラバルトはハイデガーにおける「政治的なもの」を、形而上学の「脱構築」の企

図から区別される、「形而上学の基礎づけ」の企図のうちに位置づける（IM,136/194）。『自己

主張』のいう、「学問」すなわち「哲学」という任務への決意性によって規定される「民族

の歴史的‐精神的世界」（GA16,114）とは、「政治的なものの可能性の条件」であり、「政治

的なものの本質」とは「民族としての共同体」である（IM,156/225）。「哲学的なものは政治

的なものの根拠、土台」（157/225）であり、「創設そのもの、政治そのもの」である（161/233）。 

 轟によれば「存在了解の遂行の徹底化」は必然的に「全体としての存在者」「現存在がつ

ねにすでにそのうちに被投されている世界」の主題化へと転換する（SK,141）。このとき、

この全体とは狭義の自然と歴史の分離以前の全体性であり、「民族の世界」である。『自己主

張』において学問とは「民族が己の世界を問うこと」であり、「ナチス加担期の「民族」に

ついての言説は、「存在の問い」の帰結」であり、「1920 年代のメタ存在論に含まれていたも

のを直接に引き継いでいる」（156）。 

 ここで注目すべきことは、轟も触れているように、30 年代のハイデガーの「民族」をめぐ

る言説においては、「存在の問い」を「問う者」自身が、個別的な現存在から、「民族」共同

体へと転位していることである。『ドイツ大学の自己主張』（以下『自己主張』と略）におい

ては、民族の任務（Auftrag）が学問ないしは哲学とされ、大学の「我々」の「指導」（Führung）

によって民族はこの任務への決意性へともたらされる。この「指導」とは、『存在と時間』

のいう本来的共存在すなわち「率先的‐解放的な顧慮」の具体化と考えられる。これによっ

て「民族」が「問う者」の共同体として形成される。「全体性を担うもの」として「存在の

問いのうちへと立てられる民族」（GA94,446）が語られるとき、メタ存在論における現存在

の位置に「民族」がおかれている。 

 このことを、形而上学において主題化されるべき「存在者の全体」との関係から考察する

ことができる。「存在者の全体」とは、いかなる「全体」なのだろうか。個別的な現存在の

存在理解に与えられている、あるいは少なくとも彼に出会われている限りでの存在者の全

体を意味するのか。それとも、個別的現存在の存在理解を越えた、さらには全く出会われな

いものをも含めた「存在者の全体」を意味するのだろうか。情態性によって開示されうると

したら、それは、何らかの形で個別的現存在の関わる限りでの「存在者の全体」に限定され

るだろう。 

 この点に関しては、基本的に前者から後者への移行がある、あるいは、「存在一般の問い」

の導入以来、後者が問題であったことが次第に明確化されたものと考えられる。すなわち、

個別的な現存在の有限的な存在理解には与えられないものをも含めた「存在者の全体」が問

題とされるに至るのであり、それは先に見たような、個別的現存在の存在理解から「存在者

の全体」に至ることの不可能性の帰結として、広義の現象学ないしは超越論的哲学からの離

反をもたらす。「問う者」が、個別的現存在から、個別的現存在を越えた「民族」共同体へ
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と移行したことは、この、問われる「全体」の移行に対応している。  

 すると、30 年代前半の「民族」の言説と、後半の、「存在の住居」としての言語に依拠す

る「主観性を離れ去る別の思索」との間に、個別的な現存在の存在理解を越えたものを語ろ

うとするという点での連続性を認めることができる。言語はいわば、個別的現存在を越えた

歴史的共同体の存在理解を顕わにするからである。つまり、単に存在理解から言語への移行

ではなく、個別的な現存在の存在理解から「民族」共同体の存在理解へ、そして、そこから

「言語」へ、という移行のプロセスが想定される。そして順序からいって、「言語」によっ

て「民族」が規定されるのではなく、「民族」によって「言語」が規定される 5。 

 「問う者」の共同体が、なぜ「民族」でなければならないのか。そして「民族」とは何に

よって規定されるのか。この問いに対して、「民族」が「言語」によって規定されることを

理由とするのは、順序からいって錯倒している。「民族」はすでに『存在と時間』において

現れるが、ここでも、『自己主張』においても、「民族」は「言語」とは結びつけられない。

1934 年夏学期の『論理学』講義に至って、「言語とは、民族という歴史的現存在の、世界を

形成し護持する中心が統べる働きである」（GA38,169/187）として「言語」と「民族」が結

びつけられる。しかしこの講義では「言語の本質」はまず「人間の本質」へと転化される。

他方で「民族とは何か」という問いは、それ自体、直前性の存在論の帰結として拒否され、

「我々とは民族である」ことは、ただ「我々」の決断のみに帰される。「国家」を「民族の

歴史的存在」（165/183）と規定した後、末尾近くになって「民族」によって規定されるもの

として「言語」があらためて導入される。「民族」と「言語」の関係が本格的に論じられる

のは次学期のヘルダーリン講義からであるが、これはドイツ民族をギリシア人と同系とし、

ドイツ民族の特権性を主張する『自己主張』からの連続性のうちにあり、ギリシアを反復す

る「ドイツ人の詩人」たるヘルダーリンを介して「言語」と「民族」が論じられる。  

 それゆえ「歴史的現存在」が「民族」とされるのは、これが「言語」と結びつけられる以

前からのことであり、またこのとき、「民族」は言語によって規定されているわけではない。

逆にまず歴史的現存在としての「民族」が主題となり、そこから「民族」によって規定され

るものとして歴史的存在としての「言語」が現れるのである。するとこの点においても、言

語に依拠する「別の思索」は、ナショナリスティックな「民族」の言説との連続性のうちに

ある。それは『黒ノート』版の存在史におけるドイツ民族の特権性からも伺われることであ

る。 

 『存在と時間』において「民族」が導入されるのは、被投性の帰結としてである。「被投

されて現存在はひとつの「世界」に依存し、他者たちとともに事実的に実存する」（SZ,383）。

「運命的な現存在は世界内存在として本質上他者たちとの共存在において実存するので、

彼の経歴は共経歴（Mitgeschehen）であり、命運（Geschick）として規定される。これによっ

て我々は共同体の、民族の経歴を表わす」（384）。 

しかし、なぜ「命運」をともにする共同体は「民族」なのだろうか。このことを、30 年代

の「民族」の言説から遡って考えてよいとすれば、むしろこの「命運」の内実は、「国家」

から規定されているのではないだろうか。『自己主張』において、「民族をめぐる共働する知、

国家の命運をめぐる心構えのできた知が、精神的任務をめぐる知とひとつになって、はじめ
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て学問の根源的で十全な本質を作り出す」（GA16,114）。ここで「命運」は「国家」のもので

ある。1933 年夏学期講義では「全体としてのドイツ民族は自己自身に帰来する、つまりその

指導を見いだす。この指導において、自己へと帰来した民族はその国家を創造する」。国家

へと自己形成した民族は国民へと育ち、「国民はその民族の運命を引き受ける」（GA36/37,3）。

民族はその本来性において、国家を備えた国民へと生成すべきものとされる。  

 『黒ノート』において、「ユダヤ」は「歴史なきもの」と形容される。常識的にいえば「ド

イツ人」と比較してきわめて長い歴史を持つ「ユダヤ人」に「歴史なき」という形容が与え

られるのは奇異なことである。また『黒ノート』において、「ユダヤ人」は「民族」ではな

く、ナチの用語である「人種」と呼ばれている（ただし引用符が付される）。これらのこと

は、ハイデガーにおいて、ヘーゲルと同様に「歴史を持つ」ことが「国家」によって規定さ

れていることを示している6。すなわちハイデガーにおいて、「歴史的現存在」としての民族

は、「言語」ではなくまず「国家」によって規定されているのではないだろうか。  

 そして、被投的企投において「投げている」のは「存在それ自身」である（GA9，337/427）。

このことは、被投性によって規定される「民族」の事実的な現実を「存在」により被投され

たものとして、「存在史」の中に位置づける可能性を示している。  

 この被投性には、一定の留保はあるとしても、生物学主義的な規定をも含めた所与の現実

（とみなされるもの）が無限定に導入されうるように見える。1933 年夏学期講義によれば

「血と土地は、一民族の現存在にとっての、たしかに強力で必要だが不十分な条件である」

（GA36/37,263）。トラヴニーによれば、ここでハイデガーは「血と土地」に、民族の「被投

性」を構成するものとしての一定の役割を与えている（HM,62）。『黒ノート』によれば、「人

種」は「不可欠で、間接的に表現された、歴史的現存在の制約（被投性）」（GA94,189）であ

る7。 

 

 

３．メタポリティックの概念 

 

 『黒ノート』の「総長職の時期から」と題された一節は、「哲学の終焉」について語って

いる。「我々は哲学を終焉に導き、それによって全く他なるもの、メタポリティックを準備

しなければならない」（GA94,115）。メタポリティックとはメタ‐フィジックであり（116）、

「現存在の形而上学は、その最も内的な接合構造に従って、歴史的民族「の」メタポリティ

ックへと、深化、拡大しなければならない」（124）。この「メタポリティック」はメタ存在

論を、「歴史的現存在」である「民族」のものとして「深化、拡大」するものと考えられる

8。つまり、「存在の問い」を「問う者」である「ドイツ民族」は、「存在者の全体」の中へと

被投されており、形而上学は、この「存在者の全体」についての「存在者論」へと「深化、

拡大」しなければならない。 

 メタ存在論からの「深化、拡大」として指摘しうることは、ここでいう「存在者の全体」

とは、一民族の世界を意味するのではなく、1933 年夏学期講義のいうように、「諸民族の世

界」（GA36/37,3）すなわち国際社会を意味することである。「そのような〔国民に至った〕
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民族は諸民族の間での精神的任務を勝ち取り、自らにその歴史を作り出す」（GA36/37,3）。

それゆえ、「問う者」としてのドイツ民族の事実性として、ナチ国家のもとでの歴史的、政

治的な現実が取り込まれるとともに、形而上学は、ドイツ民族がその中に被投されている

「存在者の全体」すなわち「諸民族の世界」についての「存在者論」を語ることになる。  

 この「形而上学」の企図は『形而上学入門』以後も引き継がれる。『形而上学入門』にお

いて、形而上学は存在者としての存在者を問うが、存在そのものを問わない、とされ、存在

忘却として規定されている（GA40,21/22）。しかし同時に伝統的な形而上学とは区別された

ものとして、存在者の全体についての「メタ‐フィジック」は依然として肯定されている。

「人間への問いは、人間学的な問いではなく、歴史的にメタ‐フィジッシュな問いである。

［この問いは本質的に「フィジック」に留まっている伝承された形而上学によっては、十分

な仕方で答えられ得ない］」（149/156）。 

伝統的な形而上学と区別された意味での「メタ‐フィジック」、問うものの現実を含み込

んだ「存在者の全体」についての「存在者論」として、「メタポリティック」の試みはその

後も継続されているのではないだろうか。『黒ノート』において、「純粋に「形而上学的に」

（すなわち、存在史的に）思索して、1930 年から 1934 年の間、私はナチズムを別の原初へ

の移行の可能性と見なした」（GA95,408）と語られ、また彼の「世界ユダヤ組織の役割への

問い」が「人種主義的」ではなく「形而上学的」なものとされるとき（GA96,243）、彼はこ

の意味での「形而上学」すなわち「メタポリティック」を語っている。  

 彼は、メタ存在論について、それがいかに語りうるかの可能性を示すことができなかった。

すなわち、現存在の有限的な存在理解の側から、「存在者の全体」を概念把握し、その中に

「問う者」の被投的な現実を位置づける可能性は示されていない。「倫理」の問いは、メタ

存在論に後続するものである以上（GA26,199/213）、ここではまだ立てられ得ない。そして、

このことは「問う者」を「民族」とするその「深化、拡大」である「メタポリティック」に

おいても同様であったように思われる。 

 にもかかわらず、彼は『黒ノート』版の「存在史」（先の箇所で「形而上学」は「存在史」

と同一視される）において「メタポリティック」の語りを試みている。それは語りの可能性

も根拠づけも与えられない「物語」であり、そこで語られる、「問う者」である民族の「被

投性」についても、これを含む「存在者の全体」である「諸民族の世界」についても、その

内実について哲学の側から判断あるいは吟味すべき審級や基準は与えられない。するとそ

れは、「被投性」としての「血と土地」であれ、「世界ユダヤ組織の世界征服の陰謀」であれ、

所与の現実と見なされたものを、極言すれば何でも取り込み得たのである。  

 

 

４．短絡について 

 

 『黒ノート』版の「存在史」は、ナショナリズムの色彩の薄い『哲学への寄与論考』とは

異なって、古代ギリシアにおける「第一の原初」を継承、反復する「別の原初の民族」とし

ての「ドイツ民族」の本来性と特権性によって特徴づけられる。これは、1930 年代前半のハ
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イデガーに一貫する主張であり、『自己主張』『『ゲルマーニエン』と『ライン』』講義、『形

而上学入門』に共通している。すると、この点からも、1936 年から始まる「主観性を離れ去

る別の思索」に属するとされる存在史は、むしろ 30 年代前半の「民族」の思索との、断絶

ではなく、直接的な連続性のうちに位置づけられることになる。 

 ラクー＝ラバルトは、ハイデガーの「民族」についての言説のうちに、「すぐれてドイツ

的な政治的問題、つまり民族的な同一化の問題」へのハイデガーの応答として、古代ギリシ

アのミメーシスが提出されているとし（IM,172/250）、これは『自己主張』にも『形而上学入

門』にも共通しているとする。この図式はより長い射程を持ち、『黒ノート』版の「存在史」

にも受け継がれているものと考えられる。 

 『黒ノート』版の存在史では、『自己主張』以来の、ギリシアの反復によるドイツ人の本

来性という図式が引き継がれ、これに対して「ユダヤ」が、ドイツ人に敵対する勢力として

位置づけられる。そこには通俗的な「ユダヤ人」の表象が混入しているが、『黒ノート』に

おいて、彼の「世界ユダヤ組織の役割への問い」は「人種主義的」ではなく「形而上学的」

なものとされる（GA96,243）。その内実について、いくつかの限定を試みることができる。 

 まず、ドイツ人には民族としての本来性が要求されるのに対して、ユダヤ人の表象が、「無

世界性」「歴史なきもの」、「地盤〔土地〕なきもの」、「何にも縛られない、より大きな地盤

喪失」（GA95,97）とされることは、ハイデガーにおいて「ユダヤ」が非本来性を具現する存

在と見なされていることを示している。 

 もうひとつはニーチェの『ツァラトゥストゥラ』との関係である。「別の原初」はニーチ

ェのいう「超人」の誕生を連想させるが、ハイデガーはニーチェのいう「超人」を主体性の

形而上学の完成形として位置づけている（GA96,204）。他方で「ユダヤ」には「最後の人間」

の役割が与えられているものと考えられる。「最後の人間は、克服されずにいるニヒリズム

の必然的帰結」である（NI,241/286）。このことについて、『黒ノート』から二点を参照しう

る。 

『黒ノート』において「ユダヤ」には、「計算と進出と混交の粘り強い巧みさ」（GA95,97）、

「ことさら打算的な才能」（GA96,56）、「空虚な合理性と計算能力」（46）といった形容が与

えられている。これらの形容は、『ニーチェ』講義において「最後の人間」が、「きわめて抜

け目なくすべてを心得、すべてを営んでいる」（NI,285/338）と形容されていることと照応す

る。 

 さらに「ユダヤ人は、ことさら打算的な才能によって、人種原理に従ってすでに最も長く

「生きる」」という一節があり（GA96,56）、ここで「生きる」に引用符が付されている。こ

の引用符は、引用を意味するのか、それとも、「人間は単に「生きる」だけではなく、実存

〔脱存〕する」（GA9,264/328）ことと対照させて、「ユダヤ人」が、単に生物学的に「生き

る」存在として捉えられていることを意味するのだろうか。この一節が引用だとしたら、こ

れは『ツァラトゥストゥラ』の「最後の人間は最も長く生きる」（Z,14）を受けるものと推

測される。この一節は、時期は異なるが、『思惟とは何の謂いか』（WD,29/43）において引用

され、そこで「最後の人間」は一切を対象化するものとされている。  

 これらの「ユダヤ」の形容において、「非本来性」あるいは「最後の人間」という哲学的
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な概念が、そのまま現実の具体的な存在者である「ユダヤ人」に結びつけられる。本来性は

固有のもの、歴史性とむすびつけられ、これに対して「国家」を持たないユダヤ人は固有の

ものを欠き、歴史を欠いた存在とされる。存在論的（オントロギッシュ）な概念としての固

有性、歴史性と、固有の国家を持たないというユダヤ人の存在者的（オンティッシュ）な現

実が短絡、癒合させられ、この限りで、ハイデガーはナチズムと近いところにいる。ナチも

また、オンティッシュな意味でユダヤ人を固有のものの欠如によって性格づけたからであ

る。 

 ハイデガーにおける「ドイツ民族」の特権性と、「存在史的反ユダヤ主義」のうちには、

存在論的、存在史的なものと、存在者的なものの一種の癒合、短絡が見いだされる。この二

つの次元が単純に分離し得ないのは、存在理解の有限性、すなわち、存在の問いが問われ、

そこで存在論的なものが規定されるべき場である現存在の存在理解が、事実的、被投的な、

存在者的な現実の制約のもとにあることから不可避であると考えられる。そしてこの契機

は、「存在一般の問い」の導入以来、不可能な全体化の試みとの間の相克のうちにある。ハ

イデガーにおける「政治的なもの」の問題は、この相克との関係のうちに位置づけられるべ

きものである。 

 

 この小論では、「現存在の形而上学は、その最も内的な接合構造に従って、歴史的民族「の」

メタポリティックへと、深化、拡大しなければならない」（GA94,124）という一節を手掛か

りに、「メタポリティック」を「メタ存在論」との連続性において、すなわち「諸民族の世

界」としての「存在者の全体」についての「形而上学的存在者論」として捉えた。しかし「我々

は哲学を終焉に導き、それによって全く他なるもの、メタポリティックを準備しなければな

らない」（115）という一節は、ここで論じたことには留まらない内容を示唆している。この

「哲学の終焉」が、1933 年夏学期講義の「哲学を現実にすること」（GA36/37,4）に対応する

としたら、それは「1930 年から 1934 年の間、ナチズムを別の原初への移行の可能性と見な

した」（GA95,408）ことによるナチ加担、『自己主張』にみられる、学問を民族の使命とする、

大学による現実の国家変革の企図を意味するであろう。その結果については周知の通りで

ある。しかし、「哲学を現実にすること」による「哲学の終焉」という一節は、あらためて

「哲学」と「現実」の関係についての再考を迫るものと思われる。  
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イデガーという人物の問題としてではない。  

ハイデガーの哲学あるいは思惟が、「問う者」の実存、あるいは現実を「含み込む」性質のもので

あり、必然的、構造的に「問う者」の（政治的なものをも含めた）現実への関与あるいは態度決定を

迫るものだとすれば、そして、我々がハイデガー哲学の研究を行うとき、ハイデガーの思惟を共に

思惟し追‐思惟することにおいて、我々自らが「問う者」たることを要請されるのだとすれば、こ

のことは、我々自身に、我々自身の「現実」への関与あるいは態度決定を迫るのだろうか。それと

も、我々は研究においてこの契機をいわば「中性化」し、無害化しうるのだろうか。  

たとえば、「本来性」の概念は不可避的に民族の「命運」との同一化を帰結するのか、それとも「民

族」のこの契機は非本質的なものとして分離可能なのだろうか。  

またそもそもハイデガーの「民族」の言説は、古代ギリシア人と「同系」とされる本質的な特権性

を備えた「ドイツ民族」のものであり、「第一の原初」の継承、反復はこれによって規定されている。

この事実的、歴史的限定が本質的だとすれば、そしてハイデガーの言説に事実的、歴史的、オンテ

ィッシュなものを非本質的なものとして分離する審級が欠如しているとしたら、本来性としてのギ

リシアの反復は、そもそもドイツ人のみのものであり、他の民族に開かれた普遍性をもたないこと

になるだろう。あるいはそれは他への翻訳可能性を持ち、民族を問わない普遍的な構造として分離

しうるのだろうか。 
4 当日の発表に際して、関口浩、森一郎の両氏から、「メタ存在論」における「メタ」の意味について

質問をいただいた。「メタ存在論」とは「存在者論」であり、すると、この「メタ」は、存在者から

存在への超越を意味するわけではない。森氏によればこの「メタ」は超越とは逆向きの、むしろ「手

前に戻る」ことを意味する。 

しかし私は、この「メタ」はやはり現存在の有限的な存在理解を越え出る超越を意味するものと

考える。「存在論」は、現存在の理解に存在が与えられている限りにおいて、彼の有限的な存在理解

において内在的に語られうる。しかしこれに対して、「存在者の全体」が個別的な現存在の存在理解

に与えられないものをも含む「全体」を意味するとすれば、これに関する「存在者論」は、現存在の

有限的な存在理解において内在的には語られ得ず、彼の存在理解を越え出て語る必要が生じること

になる。これが「メタ」の意味であり、これは広義における現象学的な方法を離れることであり、ま

た現存在にとって経験不可能なものについて語るという意味でも「形而上学的」である。ハイデガ

ーにおける「政治的なもの」の問題は、トラヴニーもいうように、語りうるための根拠を欠いた「物

語」の問題と関連する。 
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5 当日の発表に際して、嶺秀樹氏から、「民族から言語へ、ではなく言語から民族が導入されたのでは

ないか？」という質問をいただいたが、これには同意できない。繰り返せば「民族」という主題は

「言語」によって規定されているわけではなく、「言語」から導入されたわけでもない。たしかに「民

族」の導入の以前から言語はハイデガーにおいて重要な問題であり続けたが、「民族」と「言語」が

結びつけられるとき、「言語」の捉え方が変化しており、「歴史的存在」としての「言語」は、「歴史

的現存在」としての「民族」の導入の帰結として導入されている。たとえば『存在と時間』におい

て、言語は現存在の理解可能性の分節である語り（レーデ）の表明化であり、ここでは言語は歴史

性、社会性と結びつかない。ここでハイデガーは、いわばそのつどの発話であるパロールのみを扱

い、ラングを扱っていない。他方、『形而上学入門』における「言語」は、歴史的、社会的な存在と

してのラングである。このことは、民族＝歴史的現存在とすることによって、これによって規定さ

れた歴史的、社会的存在であるラングとしての言語が導入されたことを示している。 
6 『歴史哲学講義』によれば「世界史においては、国家を形成する諸民族しか問題になりえない」

（PhG,56/73）。 
7 ラクー＝ラバルトは、「ハイデガーの政治的選択」が始まるのは「現存在の世界内存在と共存在」が

「民族として、つまり同じひとつの命運への帰属として思考されるとき」（IM,157/226）であるとし、

「哲学的なものないし理論的なものと、政治的なものの同時性」を、「有限性の必然的帰結」とみな

している（161/232）。「存在者のただ中で、情態性から、有限的超越は生起する。有限的超越は関係

一般の可能性と、したがって（政治的なものの）共同‐での‐存在の可能性を開くのだが、それが

可能にするものの内部からのみ、この開けを実践しうる」。「有限性という理由から、超越すること

（哲学すること）は自らが可能にするものの空間のなかに包含＝理解される」（161/232）。つまり形

而上学の「有限的超越」は、ポリスすなわち「哲学的な空間、場」（161/233）を開くと同時にこれに

よって包含される、とする。これは『形而上学入門』における「ポリティック」、つまり「ポリスと

は、そこにおいて、そのようなものとして、現存在が歴史的なものとしてある、そういう場であり、

現である」（GA40,161/173）の規定を受けるものである。 
8 トラヴニーによれば「1933 年頃のハイデガーは、『存在と時間』の基礎存在論を政治化しようとし、

つまり政治を存在論化しようとし、それゆえメタポリティックを推進しようとする」（HM,63）。ハイ

デガーにおけるメタポリティックとは「「第一の」原初と「別の」原初の関係についてのハイデガー

の存在史的考察」に他ならない（GA94,532-3）。 

 なお「メタポリティック」という語は他所ではほぼ見られないが、「メタポリティカー」という語

は講義『形而上学の根本諸概念』に現れる（この点は細川亮一氏にご教示いただいた）。「フォム・シ

ュタイン男爵は哲学的諸体系を基礎として実践的政治を構築する人々をメタポリティカーと呼んだ」

（GA29/30,60/67）。ただし、この箇所が本論の内容に直接関係するとは思われない。  

 

 

 
Keisuke KATO 

Der Begriff  der Metapolitik 
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「民族の歴史的偉大さ」から「詩人と思惟者の民族」へ 

 

細川 亮一（九州大学）  

 

 

（A）「本来的な、しかし最も遠い目標、つまり存在の力の実現と形態化における民族の歴史的

偉大さ。／より近い目標、つまり民族が根づくことから、そして国家によって民族の負

託を引き受けることから、民族が自己自身へ立ち返ること」（GA94, 136）。  

 

（B）「『ひと』がもはや詩人と思惟者の『民族』であろうとしないこと、あるいは単についで

に詩人と思惟者の『民族』でもあろうとすることは、そのうちで破壊する力が初めて一

緒になって地歩を固め拡大する、あの近代的本質に対して人が留保なしに『然り』を言

おうとしていることを証明していないだろうか。ドイツ人があの自己否認によって、こ

れまでドイツ人に仕掛けられた最も隠され最も確かな罠に陥ったとしたら、どうだろう

か。人が『文化政策として』映画俳優やピアニストやあらゆる種類の文筆家を後援する

ことによって、あの詩作的‐思惟的な本質を放棄することがとても簡単であるのだから

なおさらである」（GA94, 501）。  

 

 「民族という問題―『黒ノート』が問いかけるもの」が「統一テーマ」なので、『黒

いノート』から「民族という問題」に関して重要であると私が思っている二つのテキスト

を引用した。（A）（B）を手がかりとして、『黒いノート』が問いかける「民族という問

題」を考えてみたい。  

 （A）は「民族の偉大さ」を、そして（B）は「詩人と思惟者の民族」を語っている。（A）

からは、ハイデガーがナチズムのうちに見たもの、期待したものを読み取ることができる。

しかし「民族の歴史的偉大さ」とは何か。（B）はドイツ人が「詩人と思惟者の民族」であ

ろうとするかどうかを重大視しているが、何故これほど「詩人と思惟者の民族」にこだわ

るのだろうか。そして（A）と（B）はいかなる関係にあるのか。（A）（B）の背景に、そ

して『黒いノート』三巻すべての背景に、「ハイデガーとナチズム」という問題がある。

この背景を無視して、『黒いノート』三巻を読むことはできない。それ故（A）（B）を読

み解くためには、まず「ハイデガーとナチズム」問題へアプローチするための基本的な解

釈地平を確保しなければならない。『黒いノート』第二巻には、「ハイデガーとナチズム」

問題の試金石となるテキストが見出される。  

 

（C）「純粋に『形而上学的に』（つまり存在史的に）思惟すると、1930-1934年に私はナチズム

を別の始元への移行の可能性として捉え、ナチズムにこの意味を与えた。それによって

この『運動』はその本来的な力と内的な不可欠さにおいて、そしてその固有の偉大さ付

与と偉大さのあり方において、誤認され過小に評価された。ここにおいてむしろ、しか
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もファシズムにおけるよりはるかに深い仕方で―つまり包括的で決定的な仕方で、近

代の完成が開始する。……／ナチズムの本質と歴史的本質力についての以前の錯誤への

完全な洞察から、ナチズムの肯定の必然性が初めて、しかも思惟的な根拠から明らかと

なった」（GA95, 408）。  

 

 私にとってこの（C）は『黒いノート』のなかで最も重要なテキストであるが、本稿は

まず（C）を読み解くことを試みる（一）。それによって獲得された解釈地平に基づいて

初めて（A）（B）を読むことができるだろう（二、三）。 

 （A）の「民族の歴史的偉大さ」を与えるのは、創造者の三位一体（詩人‐思惟者‐国

家創造者）である（二）。（B）の「詩人と思惟者の民族」において、三位一体の国家創造

者が抜け落ち、詩人と思惟者だけが残っている。国家創造者が消え去ることのうちに、ナ

チズムからハイデガーが離反したことを読み取ることができる（三）。「『民族の歴史的

偉大さ』から『詩人と思惟者の民族』へ」という本稿の表題は、この離反を示唆している。

しかし「詩人‐思惟者‐国家創造者」の三位一体が（A）の「民族の歴史的偉大さ」を可

能にするのだから、 （A）と（B）に共通しているのは、「民族」だけでなく、「詩人と

思惟者」でもある。ではハイデガーが「民族」、そして「詩人と思惟者」を問い始めたの

はいつであり、いかにしてであるのか（四、五）。この問いによって、1929/30年冬学期講

義へ導かれる。そしてこの講義において「始元‐終末‐別の始元」という構図が成立して

いる（六）。「神の死」と「終末＝移行」という二つの論点が四、五、六の考察を導くこ

とになるだろう。（A）（B）の射程、そして（C）の意味を捉えるためにも1929/30年冬学

期講義にまで遡らねばならない。この講義のうちにナチズムへの最初の一歩を見ることが

できるだろう。本稿は以下のようになる。  

 

一 「別の始元への移行の可能性」から「近代の完成が開始する」へ  

二 民族の歴史的偉大さ  

三 詩人と思惟者の民族  

四 民族 ―我々とは誰か  

五 詩人と思惟者 ―ヘルダーリンとニーチェ  

六 偉大な者たちの最後の者  ―フリードリッヒ・ニーチェ  

 

 

一 「別の始元への移行の可能性」から「近代の完成が開始する」へ  

 

（C）「純粋に『形而上学的に』（つまり存在史的に）思惟すると、1930-1934年に私はナチズム

を別の始元への移行の可能性として捉え、ナチズムにこの意味を与えた。それによって

この『運動』はその本来的な力と内的な不可欠さにおいて、そしてその固有の偉大さ付

与と偉大さのあり方において、誤認され過小に評価された。ここにおいてむしろ、しか

もファシズムにおけるよりはるかに深い仕方で―つまり包括的で決定的な仕方で、近
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代の完成が開始する。……／ナチズムの本質と歴史的本質力についての以前の錯誤への

完全な洞察から、ナチズムの肯定の必然性が初めて、しかも思惟的な根拠から明らかと

なった」（GA95, 408）。  

 

 1938/39年に書かれた遺稿『黒いノート』第二巻は、このように書いている。このテキス

トが読めるかどうかが「ハイデガーとナチズム」問題の試金石となる。「ハイデガーとナ

チズム」問題は、二つの基本的な問いを含んでいる。ハイデガーはナチズムのうちに何を

見たのか、という問い、そしてハイデガーがナチズムから離反したとすれば、それはいつ

か、という問いである。この二つの問いに対して（C）は何を語ってくれるだろうか。  

 「ハイデガーとナチズム」問題をスキャンダルとして扱いたい人は、（C）に飛びつく

はずである。―ハイデガーは1930年という極めて早い時期からナチズムの運動の偉大さ

を認めるナチズム肯定論者であった。そしてその最初の評価が錯誤であることを洞察する

ことによって、ハイデガーは「ナチズムの肯定の必然性」を語るより強固なナチズム肯定

論者となった。さらに「しかも思惟的な根拠から」と言っているのだから、ハイデガー哲

学がナチズムを肯定する哲学であることは疑いえない。ナチズム加担は一時期のエピソー

ドではなく、ハイデガー哲学の本質に深く根ざしている。―私がスキャンダル解釈者と

して振舞うとすれば、『黒いノート』に散見される反ユダヤ的な発言を集めるのでなく、

（C）を利用して、ハイデガー哲学は本質的にナチズムを肯定する哲学である、と主張す

るだろう。（文献を追っていないので、（C）がどう扱われているのか、まったく知らな

いけれど。）  

 この主張は（C）に基づくだけだから、ハイデガー哲学など何も知らなくとも、簡単に

できる。しかし簡単であるのは、（C）が語っている内実に少しも触れないからである。

内実を問わないことによって、スキャンダル解釈はすべてを卑小さの地平のうちに映し出

す。しかし「純粋に『形而上学的に』（つまり存在史的に）思惟すると」とはいかなる意

味なのか、「別の始元への移行の可能性」と「近代の完成が開始する」とは何か、「ナチ

ズムの肯定の必然性が初めて、しかも思惟的な根拠から」をどう解釈すべきなのか、と問

い始めたら、単なるスキャンダル解釈にとどまることはできない。（C）の内実を問うこ

とにしよう。  

 （C）によれば、ハイデガーがナチズムのうちに見たもの（ナチズムの偉大さ）は、1934

年に「別の始元への移行の可能性」から「近代の完成が開始する」へ転換した。まずこの

（C）に対する私の立場をはっきりさせよう。―「別の始元への移行の可能性」から「近

代の完成が開始する」へ、という転換は認められる。しかしこの転換の時期が1934年であ

ることは承認できない。転換の年は1938年であり、その変化を引き起こしたのはナチズム

からのハイデガーの離反である。  

 転換の年が1938年であったことは、教育学者ヘリベルト・ハインリクスの日記（1959年

10月14日）が報告しているハイデガー自身の発言から、確認することができる。「1938年

は私の人生における転換の年であった。1938年！ それはまだヒトラーの偉大な勝利の前

であることを、よく考えてほしい」（Vietta, Heideggers Kritik am Nationalsozialismus und an der Technik , 
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1989, S.47）。「ヒトラーの偉大な勝利」が、1938年3月13日のオーストリア併合から始まる

とすれば、それ以前にナチズムからの離反が生じている。離反の引き金となった歴史的な

事件を想定するとすれば、1938年2月の「ブロンベルク＝フリッチュ事件」だと思う。この

事件によって、ヒトラーは真の独裁者になった。そしてこの事件が最後の引き金となって、

ハイデガーにとってヒトラーは「惑星的な主要犯罪者」（GA69, 77, 78）となった。それは

ナチズムからの完全な離反を意味する。  

 しかしハイデガーについての証言、そしてハイデガー自身の発言・回想がつねに正しい

わけではないので、無批判に依拠するのでなく、テキストからの確認がその都度必要であ

る。1938年が転換の年であったことは、ニーチェ解釈、ヘルダーリン解釈、技術の捉え方

の変容から明らかである。つまり1938年におけるナチズムからの離反は、ハイデガーの思

想世界を一変させたのである。ここでは、革命への態度が肯定から否定へと変わったこと

から確認することにしよう。  

 

（a）「『保守的なもの』は史学的なものにはまり込んでいる。革命的なもののみが歴史の深み

に達する。その際、革命とは単なる転覆や破壊を意味するのでなく、始元が再び形態化

するために、慣れ親しんだものを再創造する変革を意味する。そして始元には根源的な

ものが属しているが故に、始元の再形態化は決して以前のものの模倣でなく、まったく

別のものであるにもかかわらず同一のもの（das ganz Andere und dennoch Selbe）である」

（GA45, 41）。  

 

（b）「革命は―既に存在しているものの変革であるが、しかしまったく別のもの（das ganz 

Andere）への変容では決してない」（GA95, 48）。  

 

 （a）は1937/38年冬学期講義から、そして（b）は『黒いノート』第二巻（1938/39年）か

らの引用である。（a）は革命を肯定的に、（b）は否定的に語っている。「革命」という

語がナチズム革命を念頭に置いていることは、「革命」、「変革」という語から明らかで

ある。1933年のハイデガーは語っている。「ナチズム革命（Revolution）は我々ドイツの現

存在の完全な変革（Umwälzung）をもたらす」（GA16, 184, cf. GA16, 192）。 

 （a）における「まったく別のものであるにもかかわらず同一のもの（das ganz Andere und 

dennoch Selbe）」とは、最初の始元と区別される別のものであるが、しかし始元として同

一のもの、つまり「別の始元」である。始元の再形態化は、始元をより根源的に反復する

ことによって、別の始元への移行を可能にする。始元をこのように再形態化するために、

「慣れ親しんだものを再創造する変革」＝「革命」が必要である。1937/38年冬学期講義の

ハイデガーはナチズム革命のうちに、「別の始元への移行の可能性」（GA95, 408）を見て

いたのである。それに対して、「革命は……まったく別のもの（das ganz Andere）への変容

では決してない」（GA95, 48）と言う（b）は、（a）とまったく逆のことを主張している。

（b）はハイデガー自身の発言である（a）を完全に否定している、つまり自己批判である。

この背景にあるのは、ナチズム革命への失望、ナチズムからのハイデガーの離反である。
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離反は1937/38年冬学期講義と『黒いノート』第二巻（1938/39年）の間で生じた。転換の

年は1938年であろう。  

 革命に対する批判的な言明は、『哲学への寄与』（1936-38年）にはなく、1938/39年の遺

稿『省察』『形而上学の克服』のうちに初めて見出される。『形而上学の克服』からのテ

キストを（d）とし、1937/38年冬学期講義からのテキスト（c）と対比させよう。  

 

（c）「普通のものの変革、革命は、始元への真正な関係である。それに対して保守的なもの、

保存することは、始元に基づいて開始し始元から生成したものを単に保持し単に留めて

おくにすぎない」（GA45, 40-41）。  

 

（d）「すべての革命（変革）は決して十分に『革命的』ではない―革命は決して始元へ導か

ないで、始元を否定する。何故なら革命は常に逆‐転するだけであり、従来のものへ一

層無条件的に巻き込まれ、その巻き込まれを見誤り忘却するからである。／すべての『革

命的なもの』は『保守的なもの』に対する単なる反対にすぎない」（GA67, 39-40）。  

 

 「革命」「変革」「始元」「保守的なもの」という語が（c）（d）に共通に使われてい

るので、（c）（d）が同じ事柄について論じていることは明らかである。しかも（c）（d）

は同じ事柄に対してまったく逆の態度をとっている。（c）は革命・変革を「始元への真正

な関係」として肯定的に語っている。（d）は革命・変革を「始元へ導かないで、始元を否

定する」として否定的に語っている。革命を否定することは、「始元へ導かず、始元を否

定する」こと、つまり始元の反復による「別の始元への移行の可能性」を否定することを

意味する。革命の否定は、ハイデガーがもはやナチズムのうちに「別の始元への移行の可

能性」を見出しえなくなったことを示している。それは革命の否定を語り始めた時期であ

り、1934年でなく1938年においてである。  

 1938年が「別の始元への移行の可能性」から「近代の完成が開始する」への転換の年で

あることは、「近代の完成が開始する」（近代の完成の開始）が1938年に語られ始めたこ

とからも確認できる。「近代の完成の開始」というこの表現は、『哲学への寄与』（1936-

38年）にはなく、1938/39年の遺稿『省察』『形而上学の克服』の最初の方に現われる。「形

而上学の完成は、近代の完成の開始を規定し担っている」（GA66, 25）。「近代の完成の

開始が予告されるのは、今初めて世界史が作られることのうちにおいてである」（GA67, 

97）。「近代の完成の開始」は1938年に語られ始める。「別の始元への移行の可能性」か

ら「近代の完成が開始する」への転換の年は、1938年である。 

 「近代の完成が開始する」という表現は1938/39年より前に遡ることはできない。（C）

は1938/39年の『黒いノート』第二巻のうちにある。（C）以前にも「近代の完成が始まる

時代の歴史的必然性と固有の偉大さ」（GA95, 371）という言葉が見出されるが、しかしこ

の用例も1938/39年の『黒いノート』第二巻のうちであり、それ以前には遡ることはできな

い。 
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 「1938年は私の人生における転換の年であった」という発言と（C）の批判的な解読によ

って、ナチズムからの完全な離反は1938年2月に起きた、と推定できる。  

 講義において「近代の完成の開始」が最初に語られるのは、1939年夏学期講義（ニーチ

ェ第三講義）である。それを（f）として引用し、1936/37年冬学期講義（ニーチェ第一講

義）の補遺（e）と対比させよう。  

 

（e）「ニーチェは一つの移行―思惟者について言われうる最高のもの―である。第二の始

元への移行を導入する一つの移行」（GA43, 278）。  

 

（f）「ニーチェは近代を準備する時期―史学的に算定すれば1600年と1900年の間の時代―

から、近代の完成の開始への移行である」（GA47, 5）。  

 

 （e）の「第二の始元」とはギリシアにおける最初の始元に対して言われており、「別の

始元」を意味する。（e）はニーチェを別の始元への移行として捉えているのである。これ

を（f）の「近代の完成の開始への移行」と対比させれば、ニーチェ第一講義からニーチェ

第三講義へのニーチェ解釈の変容は、（C）における「別の始元への移行の可能性」から

「近代の完成が開始する」への転換に対応していることが分かるだろう。ハイデガーがナ

チズムのうちに見たものの転換は、ニーチェ形而上学の解釈の変容とパラレルである。  

 ナチズムのうちに「近代の完成が開始する」という事態を見出すことについて、（C）

は「ナチズムの肯定の必然性が初めて、しかも思惟的な根拠から明らかとなった」（GA95, 

408）と書いていた。1938/39年の遺稿『省察』は「形而上学の完成は、近代の完成の開始

を規定し担っている」（GA66, 25）と書いているのだから、「思惟的な根拠」とは形而上

学的な根拠（存在史的な根拠）を意味するだろう。（C）の「純粋に『形而上学的に』（つ

まり存在史的に）思惟する」（GA95, 408）は、このことを意味する。「近代の完成が開始

する」というテーゼは形而上学の地平で理解されなければならない。このテーゼの背景に

あるのは、西洋形而上学におけるニーチェの位置づけをめぐるニーチェ第三講義の解釈で

ある。「ニーチェは力への意志において近代の完成の形而上学的根拠について前もって思

惟している。力への意志の思想において形而上学的思惟そのものが予め完成している。力

への意志の思想を思惟した者、ニーチェは、西洋の最後の形而上学者
．．．．．．．．

（der letzte Metaphysiker 

des Abendlandes）である」（GA47, 8）。 

 ハイデガーはニーチェの形而上学を通してナチズムを見ていた。このことは次のように

言い表わすことができる。「ナチズムは力への意志の形而上学の政治的な現象形態である」

（「ナチズム」テーゼ）。このテーゼから「別の始元への移行の可能性」も「近代の完成

が開始する」も、そして「純粋に『形而上学的に』（つまり存在史的に）思惟する」（GA95, 

408）の意味も理解できるようになるだろう。しかしここでは指摘するにとどめる。もう一

つ言っておきたいことがある。それは1935年夏学期講義『形而上学入門』において繰り返

し問題となるテキストについてである。  
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「今日、完全に国家社会主義の哲学として吹聴されているが、しかしこの運動の内的真理と偉

大さ（つまり惑星的に規定された技術と近代的人間との出会い）と何の関係もないものが、

『価値』と『全体性』というこの濁った水の中で魚取りをしている」（GA40, 208）。  

 

 括弧内の言葉は後からの書き加えであり、『形而上学入門』当時のハイデガーが考えて

いた「この運動の内的真理と偉大さ」は、創造者の三位一体が与える偉大さ、つまり「別

の始元への移行の可能性」である。そして「惑星的に規定された技術と近代的人間との出

会い」は、ナチズム離反後にハイデガーがナチズムのうちに見たもの、つまり「近代の完

成が開始する」と同じである。「惑星的に規定された技術と近代的人間との出会い」と「近

代の完成が開始する」がともに指し示すのは、1940年第二学期講義『ニーチェ ヨーロッ

パのニヒリズム』が語る「機械的経済‐超人」である。  

 

「必要なのは、近代的技術の比類なき根本本質とその形而上学的真理に根本から適合した人間

存在である、つまり技術の本質によって完全に支配され、そのようにしてまさに自ら個々の

技術的な過程や可能性を制御し利用する人間存在である。／無条件的な『機械的経済』にニ

ーチェの形而上学の意味において適合するのは超‐人のみであり、そしてその逆でもある。

つまり超‐人は、大地の無条件的な支配の機構のために、機械的経済を必要とするのである」

（GA48, 205）。  

 

 以上で（C）における「『別の始元への移行の可能性』から『近代の完成が開始する』

へ」を明らかにしたので、（A）（B）を主題とすることができる。（A）の6頁前に、「今

（1933年12月）」（GA94, 130）という言葉が書かれているので、（A）が書かれたのは1933

年12月以降（1933年12月か、1934年の最初）である。つまりナチズムからの離反以前に属

する。（B）の13頁後に、シーラッハの講演（1938年6月（cf. GA95, 450））に批判的に言及

しているので（GA94, 514）、（B）は1938年6月前後に書かれている。つまりナチズムから

の離反以後に属する。このことが（A）（B）の解釈にどのように働くのだろうか。  

 離反以前においてハイデガーはナチズムの偉大さを「別の始元への移行の可能性」のう

ちに見た。そうであるとすれば、（A）の「民族の歴史的偉大さ」もまた、ナチズムの偉

大さと同じもの、つまり「別の始元への移行の可能性」を意味するだろう。しかし本当に

そう言えるのか。ともかくまず（A）の理解に努めよう。  

 

 

二 民族の歴史的偉大さ 

 

（A）「本来的な、しかし最も遠い目標、つまり存在の力の実現と形態化における民族の歴史的

偉大さ。／より近い目標、つまり民族が根づくことから、そして国家によって民族の負

託を引き受けることから、民族が自己自身へ立ち返ること」（GA94, 136）。  
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 ここで言われている「民族の歴史的偉大さ」とは何を意味しているのか。それを理解す

るために、まず「より近い目標」を見ることにしよう。「民族が自己自身へ立ち返ること

（das Zusichselbstkommen des Volkes）」という表現は、1933年夏学期講義の冒頭へ導く。  

 

「今ドイツ民族が通り抜けた歴史的瞬間の偉大さを、大学の若者は知っている。一体何が生起

しているのか。ドイツ民族全体が自己自身へ立ち返る（zu sich selbst kommen）、つまり自分の

指導を見出すのである。この指導のうちで自己自身へ立ち返った民族（das zu sich selbst 

gekommene Volk）は自分の国家を創造する。国家へと自己を形態化し、持続と安定性を創立し

た民族は、国民へと成長する。国民は自分の民族の運命を引き受ける。そのような民族は諸

民族のなかで自分の精神的負託を戦い取り、自分の歴史を創造する」（GA36/37, 3）。  

 

 1933年夏学期講義はこのように始まっている。「今ドイツ民族が通り抜けた歴史的瞬間」

とは、1933年1月30日のヒトラーの首相就任を指している。「アドルフ・ヒトラー、我々の

指導者・宰相」（GA16, 151）の指導のもとにドイツ民族は自分の国家を創造するのである。

「歴史的瞬間の偉大さ」はヒトラーの指導のもとで始まるナチズム革命の偉大さである。 

 「この指導のうちで自己自身へ立ち返った民族（das zu sich selbst gekommene Volk）は自

分の国家を創造する」とされているのだから、「民族が自己自身へ立ち返ること（das 

Zusichselbstkommen des Volkes）」という「より近い目標」は、「自分の国家を創造する」

ことであろう。とすれば「本来的な、しかし最も遠い目標」は国家創造という「より近い

目標」を超えたところにある。国家を創造した民族はさらに「諸民族のなかで自分の精神

的負託を戦い取り、自分の歴史を創造する」と言われているから、ここに「本来的な、し

かし最も遠い目標」を見ることができるだろう。「民族の歴史的な偉大さ」は「自分の精

神的負託を戦い取り、自分の歴史を創造する」ことのうちにある。「自分の歴史を創造す

る」とは「別の歴史の始元」（GA39, 1）へ移行すること、つまり別の始元への移行を意味

する―このことを証明しなければならない。  

 『黒いノート』に立ち返れば、（A）が属する「考察III」に、「ドイツ人の最も秘めら

れた民族的負託を、偉大な始元へと戻り結びつける」（GA94, 109）と書かれている。「偉

大な始元へと戻り結びつける」というドイツ民族の歴史的負託を戦い取ることのうちに

「民族の歴史的偉大さ」があるだろう。それは「始元の遥かなる指令を引き受けること」

（GA94, 95）である。「遥かなる指令に応じること―それは始元への真の根本関係であ

り、始元を再び始元させることを意味する」（GA94, 87）。「民族の歴史的偉大さ」とい

う「最も遠い（fernst）目標」は「始元の遥かなる指令（ferne Verfügung）」に応じること

にある。始元の遥かなる指令に応答して、「始元を再び始元させること」、つまり最初の

始元を反復することによって別の始元へと移行すること―ここにドイツ民族の歴史的

偉大さがある。このように言えるとすれば、ドイツ民族の歴史的偉大さは、（C）で言わ

れていた「別の始元への移行の可能性」（GA95, 408）というナチズムの偉大さと一致する。

しかし本当にそう言えるのだろうか。そしてそれはいかにして可能なのか。「存在の力の
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実現と形態化における民族の歴史的偉大さ」（GA94, 136）とは何か、を改めて考えねばな

らない。この表現は、ヘルダーリン第一講義（1934/35年冬学期講義）へ導く。  

 

「根本気分、つまり民族の現存在の真理は、詩人によって根源的に創立される。このように開

披された存在者の存在は思惟者によって存在として概念把握され接合され、それによって初

めて明け開かれる。そしてこのように概念把握された存在は、民族が民族として自己自身へ

ともたらされることによって、存在者の究極かつ最初の真剣さの内へ、つまり規定された歴

史的真理の内へと立てられる。このことが生起するのは、国家創造者がその本質にふさわし

く規定された国家を創造することによってである。……詩作と思惟と国家創造の力（Mächte）

が働く……歴史的現存在のこの三つの創造的な力（Gewalten）は、我々がそれにのみ偉大さを

認めうるものを実現する」（GA39, 144）。  

 

 ヘルダーリン第一講義は講義として初めて、創造者の三位一体（詩人‐思惟者‐国家創

造者）を定式化している。「我々がそれにのみ偉大さを認めうるものを実現する」のは、

「三つの創造的な力」＝「詩作と思惟と国家創造の力」である。そうであるとすれば、「詩

人‐思惟者‐国家創造者」による「三つの創造的な力」こそが「存在の力の実現と形態化

における民族の歴史的偉大さ」を実現するだろう。詩人によって開披され、思惟者によっ

て概念把握された存在は、国家創造者が国家を創造することによって「歴史的真理の内へ

と立てられる」。存在が「詩人‐思惟者‐国家創造者」を貫き結びつけているが、ここに

「存在の力の実現と形態化」を読み取ることができるだろう。1935年夏学期講義『形而上

学入門』は創造者の三位一体について次のように言う。  

 

「闘争が初めて、聞いたこともないもの、今まで言われていないもの、思惟されていないもの

を企投し、展開する。この闘争は創造者、つまり詩人、思惟者、政治家によって担われる。彼

らは圧倒する支配に対して、作品というかたまりを投げ、それによって明け開かれた世界を

作品のうちへ定着させる」（GA40, 66）。  

 

 「詩人、思惟者、政治家」という創造者は、作品を創造するが、作品の創造は「テクネ

ーとしての知によって存在を作品のうちに定立すること（wissendes Ins-Werk-setzen des 

Seins）」（GA40, 178）である。そうであるとすれば、「存在の力の実現と形態化」は作品

の創造を意味するだろう。  

 講演「ドイツ大学」（1934年8月15/16日）は、ヘルダーリン第一講義に先立って、創造

者の三位一体を語っている。「自由はドイツ人にとって今や新しい響きと意味を持ってい

る。自由とは民族精神の法則への結びつきを意味する。この法則は、詩人と思惟者と政治

家の作品のうちで模範として際立つ」（GA16, 291）。「詩人と思惟者と政治家の作品」と

いう言葉は、創造者の三位一体が作品の創造のうちにその核心をもっていることを示して

いる。この講演は、ドイツ運動を次のように描写している。  
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（D）「三つの偉大な力がその際共に働いた。１、新しいドイツの詩作（クロプシュトック、ヘ

ルダー、ゲーテ、シラー、ロマン派）。２、新しいドイツの哲学（カント、フィヒテ、

シュライアマハー、シェリング、ヘーゲル）。３、プロイセンの政治家と軍人の新しい

ドイツの政治的意志（シュタイン男爵、ハルデンベルク、フンボルト、シャルンホルス

ト、グナイゼナウ、クラウゼヴィッツ）。詩人と思惟者は新しい精神的世界を創造した。

その精神的世界において自然の支配と歴史の力が絶対者の本質の中で統一的に結びつ

けられ共に思惟された」（GA16, 291）。  

 

 「三つの偉大な力」とは「新しいドイツ詩作‐新しいドイツ哲学‐プロイセンの政治家

と軍人の新しいドイツ政治的意志」であり、「詩作と思惟と国家創造の力（Mächte）」と

いう「歴史的現存在のこの三つの創造的な力（Gewalten）」（GA39, 144）を想起させる。

ハイデガーはドイツ運動のうちに創造者の三位一体のモデルを見ていたのである。  

 1、2に挙げられた人々は文学史、哲学史で必ず言及される。3で挙げられた人は、政治改

革（シュタイン、ハルデンブルク）、教育改革（フンボルト）、そして軍制改革（シャル

ンホルスト、グナイゼナウ）として歴史書に登場する。たしかにクラウゼヴィッツは『戦

争論』の著者として現在においても有名であり、シャルンホルスト、グナイゼナウのもと

で働いた軍人であった。しかしドイツ史において、軍制改革の記述においてクラウゼヴィ

ッツが言及されることはあまりない。ハイデガーがクラウゼヴィッツの名をわざわざ挙げ

たとき、1933年5月27日の学長就任演説『ドイツ大学の自己主張』を想起していただろう。  

 

「我々は問う者の知の闘争を選び、カール・フォン・クラウゼヴィッツとともに告白する、『私

は偶然の手による救いという軽薄な期待を放棄する』」（GA16, 116）。  

 

 クラウゼヴィッツのこの言葉は1812年の『三つの告白』からの引用であるが、ハイデガ

ーがこれを自らの信条告白の言葉としたのは何故なのか。ハイデガーは『三つの告白』が

書かれた時代を想起し、1933年の現代と重ね合わせている。ヴェルサイユ条約下のドイツ

（1933年）がナポレオンに支配されているドイツ（1812年）と類比されている。それはナ

ポレオンからドイツを解放する時代、ドイツ民族が偉大であったドイツ運動の時代である。

ハイデガーが民族を語るときの基本的イメージの一つは、ドイツ民族によるドイツ運動で

ある（もう一つはギリシア民族における最初の始元である）。  

 講演「ドイツ大学」はその表題が『ドイツ大学の自己主張』を想起させるだけでない。

「詩人と思惟者は新しい精神的世界を創造した」（GA16, 291）という講演の言葉は、『ド

イツ大学の自己主張』における「民族の真の精神的世界を創造する」（GA16, 111-112）、

「精神的世界のみが民族にその偉大さを保証する」（GA16, 112）へ導く。学長就任演説で

ある『ドイツ大学の自己主張』を見ることにしよう。「偉大さ」は『ドイツ大学の自己主

張』におけるキーワードの一つである。  
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（1）「始元は我々の将来の中へ侵入する。始元はそこにおいて、始元の偉大さを再び取り返す

という遥かなる指令として我々の上に立っている」（GA16, 110）。  

 

（2）「精神的世界のみが民族にその偉大さを保証する」（GA16, 112）。  

 

（3）「すべての偉大なものは嵐のなかに立つ」（GA16, 117）。  

 

 『ドイツ大学の自己主張』は「始元の偉大さを再び取り返すという遥かなる指令」にド

イツ民族が従うことを要求している。始元はギリシア民族における始元であり、「この民

族の詩作的‐思惟的‐国家的生成」（GA39, 173）としてある。この三位一体的な最初の始

元を再び取り返す（反復する）ことは「始元の偉大さを取り戻す」（GA16, 111）ことであ

り、それによって別の始元への移行が可能となる。そこにドイツ民族の歴史的偉大さがあ

る。精神的世界の創造は国家の創造を導くことによって、つまり精神的（詩作的‐思惟的）

‐国家的な創造によって、ドイツ民族にその偉大さを保証する。『ドイツ大学の自己主張』

の最後において「我々は我々の民族がその歴史的負託を果たすことを意志する」（GA16, 

117）と言われるが、この意志はギリシアの三位一体的な始元を反復する意志である。学長

就任演説を閉じるプラトン『国家』の引用「すべての偉大なものは嵐のなかに立つ」は、

始元の反復によるドイツ民族の歴史的偉大さを念頭に置いているのである。  

 創造者の三位一体のモデルは二つある。ドイツ運動とギリシアの始元である。ドイツ運

動がモデルであることは、（D）から明らかだろう。ギリシアの始元についてヘルダーリ

ン第一講義は次のように言う。「アジア的運命の最初のそしてそのあり方において反復し

えない克服は、ギリシア人のもとで、しかもこの民族の詩作的‐思惟的‐国家的生成と一

体となって遂行された」（GA39, 173）。ギリシア民族の「詩作的‐思惟的‐国家的生成」

という言葉は、ギリシアの始元が三位一体的であることを示している。1937/38年冬学期講

義は言う。「ギリシア人は思惟的、詩作的、国家的に始元であった」（GA45, 115）。そし

て始元を反復することは「始元を別の始元へ変容させる」（GA40, 42）ことであり、別の

始元への移行を可能にする。ギリシアの始元が三位一体的であるから、始元の反復も三位

一体的な反復でなければならない。創造者の三位一体が別の始元への移行を可能にする。

そして別の始元への移行のうちに「民族の歴史的偉大さ」があるから、三位一体がこの偉

大さを可能にする。「歴史的現存在のこの三つの創造的な力（Gewalten）は、我々がそれ

にのみ偉大さを認めうるものを実現する」（GA39, 144）。ギリシアの三位一体的な始元は

次のように描写されている。  

 

「この解放はホメロスとともに開始し、哲学の覚醒と一つとなって、祭祀、悲劇、建築造形等

と協同したギリシア的国家形成のうちで遂行される」（GA36/37, 225）。  

 

 これは「ホメロスによる詩作‐哲学の覚醒‐国家形成」という三位一体、つまり「詩人

‐思惟者‐国家創造者」の三位一体である。そして「哲学の覚醒」で念頭に置かれている
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のは、プラトン、アリストテレスの学的始元でなく、始元的思惟者（アナクシマンドロス、

パルメニデス、ヘラクレイトス）における始元である。  

 ではハイデガーは「三つの創造的な力」を具体的にどこに求めていたのか。言い換えれ

ば、創造者の三位一体の構想において、創造者とは具体的に誰なのか。ここでは断定的に

言わざるをえないが、「詩人‐思惟者‐国家創造者」は「ヘルダーリン‐ニーチェ‐ヒト

ラー」である。ここで『黒いノート』に立ち返り、そこで創造者の三位一体がいかに描か

れているか見ることにしよう。  

 

「歴史的な現‐存在が我々の政治的意志の裏をかいて政治的意志を高めるようになるのは、歴

史的な現‐存在が詩作的‐思惟的に自らその別の始元を見出すときだけである。政治的意志

に単に付和雷同することはすべて不十分であり、我々の使命の唯一性に決して相応しくない」

（GA94, 430）。  

 

 「我々の使命」とは「始元の遥かなる指令を引き受けること」（GA94, 95）である。そ

れは「歴史的な現‐存在が詩作的‐思惟的に自らその別の始元を見出す」ことによって「政

治的意志を高める」こととして実現される。これは「詩作‐思惟‐政治的意志」の三位一

体の構想を言い表わしている。（D）の言葉を使えば、「詩人と思惟者は新しい精神的世

界を創造」することによって、「政治家と軍人の新しいドイツの政治的意志」を導き高め

る。引用したテキストの10頁ほど後に「この時代は……新しい始元への完全な変革のため

の準備でありうる」（GA94, 441）と書かれている。これを書いた当時、ハイデガーはナチ

ズムのうちに「新しい始元への完全な変革」の可能性、つまり「別の始元への移行の可能

性」を見ようとしていたのである。「普通のものの変革、革命は、始元への真正な関係で

ある」（GA45, 40-41）。しかしすぐ後に、革命は完全に否定されることになる（一）。「革

命は決して始元へ導かないで、始元を否定する」（GA67, 39）。この言葉が示しているの

は、「詩作的‐思惟的に自らその別の始元を見出す」ことによって「政治的意志を高める」

という構想が幻想である、ということである。「詩作的、思惟的、政治的」始元を反復す

るという創造者の三位一体の構想そのものが自己批判されている。  

 ここで改めて、三位一体の構想を全体として見てみよう。創造者の三位一体の構想は『ド

イツ大学の自己主張』（1933年5月27日）のうちに読み取ることができる。しかしそれが明

確に語り出されたのは、講演「ドイツ大学」（1934年8月15/16日）においてであり、その

構想を展開したのは、ヘルダーリン第一講義（1934/35年冬学期講義）である。そしてこの

構想は『哲学への寄与』（1936-38年）と1937/38年冬学期講義まで辿ることができる。1937/38

年冬学期講義において三位一体の構想が捨て去られていないことと、革命が肯定されてい

ることは連動している。  

 ナチズムからの離反の核心は、ヒトラーが「惑星的な主要犯罪者」（GA69, 77, 78）とな

ったことにある。創造者の三位一体における国家創造者はヒトラーであるから、三位一体

から国家創造者が消し去られる。そして詩人と思惟者が残る。とすれば「詩人と思惟者の
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民族」にこだわることは、創造者の三位一体の構想に対する自己批判に起因しているだろ

う。（B）を読むことにしよう。  

 

 

三 詩人と思惟者の民族 

 

（B）「『ひと』がもはや詩人と思惟者の『民族』であろうとしないこと、あるいは単についで

に詩人と思惟者の『民族』でもあろうとすることは、そのうちで破壊する力が初めて一

緒になって地歩を固め拡大する、あの近代的本質に対して人が留保なしに『然り』を言

おうとしていることを証明していないだろうか。ドイツ人があの自己否認によって、こ

れまでドイツ人に仕掛けられた最も隠され最も確かな罠に陥ったとしたら、どうだろう

か。人が『文化政策として』映画俳優やピアニストやあらゆる種類の文筆家を後援する

ことによって、あの詩作的‐思惟的な本質を放棄することがとても簡単であるのだから

なおさらである」（GA94, 501）。  

 

 この（B）に対する疑問は、何故ハイデガーは「詩人と思惟者の民族」にこだわるのか、

であった。（B）の14頁後に、シーラッハの演説（1938年6月）での発言「ドイツ人は『詩

人と思惟者の民族』から『詩人と軍人の民族』になった」（GA94, 514）を批判している。

そして「その上詩人と思惟者は、重労働者ほど食物を必要としない」（GA96, 177）という

ヒトラー演説の言葉（1940年1月30日）を『黒いノート』第三巻は批判的に引用している（cf. 

GA96, 280）。ヒトラーを批判することはナチズムからの離反を意味する。とすれば、「詩

人と思惟者の民族」に固執することは、ナチズムからの離反と関わっているだろう。そし

て「あの近代的本質に対して人が留保なしに『然り』を言おうとしていること」に批判的

であるが、このことは（C）における「近代の完成が開始する」に関わるだろう。  

 創造者の三位一体（詩人‐思惟者‐国家創造者）が「別の始元への移行」を可能にし、

そこに（A）の「民族の歴史的偉大さ」が見出された（二）。しかしヒトラー批判によっ

て三位一体の国家創造者（ヒトラー）という契機はもはや保持できず、創造者の三位一体

の構想は放棄される。三位一体の詩人と思惟者が残るが、それが「詩人と思惟者の民族」

として表現される。「詩人と思惟者の民族」を語り始めることは、ナチズムからのハイデ

ガーの離反に起因している。では離反以前において、ドイツ民族はいかなる民族であると

考えられていたのか。二つのテキストを引用しよう。  

 

（1）「我々は自分の形而上学を初めて獲得しなければならず獲得するだろう民族である、つま

り我々は今でも運命をもっている民族である。我々はこの運命に反抗せず、この運命の

うちでこの運命とともに我々の道を歩み抜こう」（GA36/37, 80）。  
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（2）「我々はペンチに挟まれている。我々の民族は、中央に位置するものとして、最も鋭いペ

ンチの圧力を受けており、最も多くの隣国をもつ民族であり、したがって最も危険にさ

らされた民族であり、そしてこのすべてにおいて形而上学的な民族である」（GA40, 41）。 

 

 （1）は1933年夏学期講義を閉じる言葉であり、（2）は『形而上学入門』からの引用で

ある。ハイデガーはドイツ民族の本質を形而上学のうちに見ており、ドイツ民族は形而上

学的民族である。離反以前においてハイデガーの形而上学は創造の形而上学であり、創造

者の三位一体として展開された。しかしナチズムからの離反後、ドイツ民族の本質はもは

や形而上学的民族のうちにでなく、詩人と思惟者の民族のうちに求められる。この変化の

うちに、形而上学の克服という問題を読み取ることができる。しかしこれはあまりに大き

な問題であり、ここでは指摘するだけにして、「詩人と思惟者の民族」に立ち返ろう。ハ

イデガーが離反後、「詩人と思惟者の民族」にこだわっていることは、1942/43年冬学期講

義から明らかである。  

 

「より根源的な始元は、最初の始元と同様に、詩人と思惟者の西洋的に歴史的な民族において

のみ性起しうる。……／それ故次のことを知るのが肝要である。この歴史的な民族は、ここ

でそもそも勝利することが問題であるとすれば、すでに勝利したのであり、打ち破られるこ

とがない。もしこの民族がその本質にとどまっている詩人と思惟者の民族であるとすれば、

そしてつねに脅かすが故に恐ろしいその本質からの逸脱とその本質の誤認の犠牲にならない

かぎりにおいて、そうなのである」（GA54, 114）。  

 

 1942/43年冬学期講義のこの発言の背景にあるのは、第二次世界大戦の決定的な転換点

となったスターリングラード攻防戦（1942年6月28日-1943年2月2日）である。こうした破局

を前にして「勝利」などを語るのは、現実から遊離し幻想へ逃避している、とハイデガー

を揶揄することは簡単である。しかし問うべきは、ここでもその内実である。  

 ここでのポイントは「詩人と思惟者の民族」というドイツ民族の本質にある。「詩人と

思惟者の民族」という共通性を介して、ギリシア民族における「最初の始元」に対して、

ドイツ民族における「より根源的な始元」＝別の始元が語られている。創造者の三位一体

の構想において、ギリシアの始元は「詩作的‐思惟的‐国家的」であった。しかしここで

は「詩人と思惟者の民族」としてギリシア民族が捉えられているのだから、「国家的」が

消え去り、ギリシアにおける最初の始元は「詩作的‐思惟的」始元である。そうであると

すれば、「この民族がその本質にとどまっている詩人と思惟者の民族である」かぎり、「よ

り根源的な始元」＝別の始元は、ドイツ民族において初めて生起しうる。この意味におい

て「すでに勝利したのであり、打ち破られることがない」。 

 「つねに脅かすが故に恐ろしいその本質からの逸脱とその本質の誤認の犠牲にならない

かぎりにおいて」と言われているが、ここに痛烈な自己批判を読み取らねばならない。詩

人と思惟者の民族であるというドイツ民族の本質から逸脱し、その本質を誤認し、詩人と

思惟者に国家創造者を付け加えたこと、つまり創造者の三位一体を構想したことを強烈に
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自己批判しているのである。自己批判であることを、（g）ヘルダーリン第一講義と（h）

第二講義（1941/42年冬学期講義『ヘルダーリンの讃歌『回想』』）を対比させることによ

って確認しよう。  

 

（g）「詩人が意味するのは、他の世界がドイツ人を思い浮かべ望むような、詩人と思惟者のあ

のドイツではない、つまり決定的なことにおいて簡単に説得され、他の人々にとって馬

鹿となる単なる夢想家、無邪気な者ではない。そうでなくむしろ、存在の深淵へ侵入し、

普遍的な世界理性の浅い水に満足しないあの詩作と思惟であり、作品のうちで存在者を

新たに始元的に現象と存続へもたらすあの詩作と思惟である」（GA39, 290）。  

 

（h）「ドイツ的本質をアメリカ主義に委ねることは、ドイツ民族がかつて『詩人と思惟者の民

族』と呼ばれたことをドイツ人が恥ずかしく思うほど、ときおりすでに自分自身の災い

となる」（GA52, 134）。  

 

 （g）はヘルダーリンの詩『ゲルマニア』の最後の詩句「そして武具をもたぬ身で忠言を

贈るのだ、／四方の王らと民たちに」に関して語られている。「武具をもたぬ身で」をハ

イデガーは単なる「平和主義者」（GA39, 17）の言葉として解釈することを否定する。こ

の否定がここでは「詩人と思惟者のあのドイツではない」と言い表わされている。ドイツ

人は他の人々に「詩人と思惟者の民族」と呼ばれているが、それは小国に分裂した無力な

民族、統一国家を創造する力をもたない非政治的な「単なる夢想家、無邪気な者」にすぎ

ない。「武具をもたぬ身で」のこのような解釈に対して、ハイデガーは言う。「この『武

具をもたぬ身で』が意味するのは、防御や抵抗をもはや必要としないあの歴史的な偉大さ

である」（GA39, 289）。しかし偉大さを実現するのは、「詩作と思惟と国家創造の力」と

いう「歴史的現存在のこの三つの創造的な力」（GA39, 144）である。とすれば詩作と思惟

は国家創造の力と結びつかねばならない。「存在の深淵へ侵入」する詩作と思惟は、存在

を開披する詩作、存在を概念把握する思惟であり、そのように詩作と思惟によって開披さ

れ概念把握された存在は国家創造者によって「歴史的真理の内へと立てられる」（GA39, 

144）。こうした詩作と思惟は作品を創造する（二）、つまり「作品のうちで存在者を新た

に始元的に現象と存続へもたらすあの詩作と思惟」である。ヘルダーリン第一講義は「詩

人と思惟者のドイツ」（詩人と思惟者の民族）に対して、創造者の三位一体を対置させた

のである。 

 ヘルダーリン第一講義に対して、ヘルダーリン第二講義においては、もはや創造者の三

位一体は語られず、「詩作と思惟」のみが語られる。そして講義としては初めて「詩人と

思惟者の民族」に言及している。（h）は「ドイツ民族がかつて『詩人と思惟者の民族』と

呼ばれたこと」を肯定している。これは「他の世界がドイツ人を思い浮かべ望むような、

詩人と思惟者のあのドイツ」を否定的に言うヘルダーリン第一講義と逆の態度である。「ド

イツ民族がかつて『詩人と思惟者の民族』と呼ばれたこと」を恥じていたハイデガー自身

を自己批判しているのである。  
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 ヘルダーリン第二講義は「詩人と思惟者の民族」を初めて語っただけでなく、講義とし

て初めて革命を否定している。「革命は革新することにおいて単に無条件的に、以前のも

のへと転がり行き巻き込まれる」（GA52, 93）。革命の否定は、詩人と思惟者の民族を肯

定することと連動している。両者はナチズムからの離反に起因しているからである。（g）

から（h）への変化、つまりヘルダーリン第一講義から第二講義の変容を、「創造者の三位

一体から詩人と思惟者の民族へ」と定式化できる。  

 ドイツ人の本質を「詩人と思惟者の民族」のうちに求めることが、ハイデガーの自己批

判であることを確認するために、ヒトラー演説（1940年1月30日）に対するハイデガーの批

判的言及に立ち返ろう。ハイデガーは「その上詩人と思惟者は、重労働者ほど食物を必要

としない」（GA96, 177）というヒトラーの言葉を引用し、「『詩人と思惟者』も『労働者』

として承認されている」（GA96, 177）と揶揄している。しかしこの揶揄の背景に何がある

のか、と問うことが必要である。この演説でヒトラーは次のように言っている。  

 

「このドイツ人が再び200か400の小旗のもとに、可能なら200か300の領邦国家のもとに集うとす

れば、それがイギリス人にとってより好ましいことだろう―それぞれの領邦領主の後ろに

2、30万の人間がいることになり、その場合そうした人間は他の世界に対して自ずと口を閉ざ

すことになる。その場合我々は詩人と思惟者の民族として可能なかぎりさらに生き続けるこ

とができる。その上詩人と思惟者は、重労働者ほど食物を必要としない。／……しかしこの

ドイツ国民は今やその不統一を克服した。この国民は今日若い民族として他の民族の領域の

中に入り、今では自分の権利を要求する」（M. Domarus, Hitler : Reden und Proklamtionen, 1932-1945, 

Bd.3, Pamminger ＆  Partner, 1988, S.1456）。  

 

 ヒトラーの演説は「詩人と思惟者の民族」と「若い民族」を対比している。それは領邦

国家に分裂したドイツ民族と「その不統一を克服した」ドイツ民族との対比である。「詩

人と思惟者の民族」という表現によって、ドイツ民族のアイデンティティは詩人と思惟者

が象徴する文化のうちにしかなく、ドイツ民族は小国に分裂し政治的に無力であるという

ことが意味されている。ヒトラーは無力な詩人と思惟者の民族を否定し、若い民族として

統一国家を創造するドイツ民族、「自分の権利を要求する」ドイツ民族を対置している。 

 詩人と思惟者の民族は、イギリス人（他の世界、他の民族）にとって都合のいい民族に

すぎない。こうした捉え方は、（g）「他の世界がドイツ人を思い浮かべ望むような、詩人

と思惟者のあのドイツではない」（GA39, 290）と言うヘルダーリン第一講義と同じだろう。

「その上詩人と思惟者は、重労働者ほど食物を必要としない」（GA96, 177）というヒトラ

ーの言葉を引用したとき、ハイデガーはヒトラーを揶揄しただけでなく、ヘルダーリン第

一講義のハイデガー自身を批判しているのである。このヒトラーへの揶揄がヒトラーの核

心を突いていること、ハイデガーの自己批判が創造者の三位一体の構想への批判であるこ

とを、ヒトラーの別の演説から確認しよう。1933年3月21日のポツダムの日において、ヒト

ラーは次のように演説している。  
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「結局ドイツ人にとってつねに内面への道だけが開かれていた。歌人と詩人と思惟者の民族と

してドイツ人は、他の民族が生きている世界を夢想していた（träumte）。そして困窮と悲惨

が非人間的にドイツ人を襲ったとき初めて、もしかすると芸術から、新しい高揚への、新し

い帝国への、それによって新しい生への憧れが生まれた」（M. Domarus, Hitler : Reden und 

Proklamtionen, 1932-1945, Bd.1, Pamminger ＆ Partner, 1988, S.226）。  

 

 「詩人と思惟者の民族」はここで「歌人と詩人と思惟者の民族」と言われている。そし

てヒトラーは自分自身を、「歌人と詩人と思惟者の民族」（詩人と思惟者の民族）の夢を

実現する者、新しい帝国を創造する国家創造者として描いている。ドイツ人は「他の民族

が生きている世界を夢想していた（träumte）」詩人と思惟者の民族でなく、「新しい高揚

への、新しい帝国への、それによって新しい生への憧れ」を実現する民族でなければなら

ない。しかしこれは、「決定的なことにおいて簡単に説得され、他の人々にとって馬鹿と

なるべき単なる夢想家（Träumer）、無邪気な者」（GA39, 290）としての「詩人と思惟者

のあのドイツ」を批判して、創造者の三位一体を構想しているヘルダーリン第一講義と同

じであろう。とすればヒトラー演説（1940年1月30日）に対する批判は、同時に自己批判で

ある。『黒いノート』は「詩人と軍人の民族」（GA94, 514）も批判しているが、しかし（D）

から明らかなように、三位一体のモデルであるドイツ運動に軍人を入れたのはハイデガー

自身なのである。「詩人と軍人の民族」への批判もまた自己批判である。  

 「詩人と思惟者の民族」にこだわることは、「詩人と思惟者のあのドイツ」を批判して

創造者の三位一体を構想したハイデガー自身に対する自己批判である。―これが三での

主張であった。ここで改めて（A）（B）（C）の関係を考えてみよう。  

 （C）から読み取れるのは、ハイデガーがナチズムのうちに見たものが「別の始元への

移行の可能性」から「近代の完成が開始する」へ変わった、ということである。しかしそ

の転換の年は1934年でなく、1938年であり、それはナチズムからのハイデガーの離反に起

因する。（A）の「民族の歴史的偉大さ」は「別の始元への移行の可能性」のうちにある。

そしてその偉大さを実現するのは、創造者の三位一体である。しかしナチズムからの離反

によって三位一体の構想は放棄される。それによってドイツ民族の本質は「詩人と思惟者

の民族」のうちに求められることになる。そのことを（B）は語っている。（A）から（B）

への変化は、「創造者の三位一体から詩人と思惟者の民族へ」と言い表わすことができる。

そしてその変化は、（C）の「別の始元への移行の可能性」から「近代の完成が開始する」

への変容と重なるのである。  

 本稿はここで終わることもできるが、しかし問われるべきことはまだ残っている。これ

までの議論は次のような印象を与えたかもしれない。―（A）の背景にある創造者の三

位一体は、詩人と思惟者の民族に国家創造者を付け加えることによって構想された。そし

てナチズムからの離反によって、付加された国家創造者が抜け落ち、（B）が示すように、

詩人と思惟者の民族に戻った。―しかしハイデガーは既存の決まり文句である「詩人と

思惟者の民族」から出発したのでも、それに依存していたのでもない。それ故「詩人と思

惟者の民族」に対して、何故ハイデガーは民族を問題とするのか、そして何故ハイデガー
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において「詩人と思惟者」というペアが問題となるのか、を改めて問わねばならない（四、

五）。 

 （C）には「1930-1934年に私はナチズムを別の始元への移行の可能性として捉え、ナチ

ズムにこの意味を与えた」（GA95, 408）と書かれていた。一での（C）の検討は1934年を

問題としたが、1930年には少しも触れなかった。しかし1934年に「別の始元への移行の可

能性」から「近代の完成が開始する」へ変わったのか、と問うべきであると同様に、1930

年に本当にハイデガーがナチズムのうちに「別の始元への移行の可能性」を見始めたと言

えるのか、と問うべきである（六）。  

 四、五、六の考察は、その都度1929/30年冬学期講義『形而上学の根本概念』へ導くだろ

う。この講義のうちに「まったく新しい始まり」（HB, 33）を見ることができるのであり、

それは同時にナチズムへの最初の一歩となる。  

 しかしまずハイデガーが何故民族を問うのか、を考えよう。その手がかりは「我々とは

誰か」という問いに求められる。  

 

 

四 民族 ―我々とは誰か 

 

（E）「我々は何をすべきなのか。／我々とは誰なのか。／我々は何故存在すべきなのか。／存

在者とは何か。／存在は何故生起するのか。／これらの問いが一つとなってそこから哲

学することが立ち上がる」（GA94, 5）。  

 

 これは『黒いノート』第一巻の冒頭部分である。『黒いノート』を読んだ人は、ここか

ら読み始めたはずである。そしておそらくその意味などほとんど考えずに、読み進めただ

ろう。こんな所で引っかかっていては、『黒いノート』を読み通すことなどできないから

である。そしてたとえ読み通したとしても、読後の印象は、どこを読んでも似たり寄った

りの曖昧なことしか書かれていない、というものだろう。しかしそうした印象は、ハイデ

ガーという書き手のせいでなく、我々読み手の力不足が原因ではないか、と自問すべきだ

ろう。『黒いノート』はこの意味において試金石なのである。  

 ともかくこの冒頭箇所も何を言っているか、最初はよく分からない。しかもここには「民

族」など語られていない。にもかかわらず四の基本的狙いは、（E）の解読にある。ハイ

デガーにおける民族の問題は、「我々とは誰か」という問いを手がかりにして考察するこ

とができる、というのが四「民族―我々とは誰か」での基本戦略である。  

 「ハイデガーとナチズム」問題において、『存在と時間』とナチズムを直接に結びつけ

る試みがよくなされる。その場合「民族」が中心テーマとなる。しかしこうした試みが『存

在と時間』の誤解であることは、『黒いノート』がはっきり示している。  

 

「『存在と時間』に対して、その中に『民族』も『民族共同体』も『意味中心』として評価、言

及されていない、それどころかそもそも評価、言及されていないと証明することは、モミの
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木に対して、モミの木がレーシングカーの機能を果たさないと証明するようなものである。

結局モミの木はモミの木として依然として、レーシングカーが決してなしえないだろうこと

をなしうるのである、レーシングカーの登場がどれほど騒がしく途方もないことであろうと

も、そうである。そのように『存在と時間』が欲しているのは、突然熱心すぎるほど『民族主

義的』になった『見かけだけの哲学』における『民族』についてのすべてのおしゃべりより射

程が長く、静けさのうちにとどまるものなのである」（GA94, 291）。  

 

 『黒いノート』は、『存在と時間』のうちに「民族」「民族共同体」が論じられていな

い、という批判を認め、『存在と時間』の狙いがそれとは別の射程の長いものである、と

書いている。「民族」概念を介して『存在と時間』からナチズムへの直接的な道を主張す

ることは、ハイデガーから見れば逆に、「モミの木がレーシングカーの機能を果たしてい

る」と証明するようなものである。しかし（A）（B）から明らかなように、1930年代のハ

イデガーにとって「民族」概念は重要である。ではいつから、そして何故ハイデガーは民

族を問うに至ったのか。ナチズムのイデオロギーに迎合したから、と考えるかもしれない

が、それは誤っている。何故ならハイデガーはナチズムに関与する以前に、「我々とは誰

か」という問いによって、すでに民族を問うていたのだから。このことを証明することが、

四「民族―我々とは誰か」の狙いである。  

 しかし「民族」概念を介して『存在と時間』をナチズムに直接に結び付けようという試

みが繰り返されているので、簡単に検討しておきたい。こうした解釈には二つのパターン

がある。一つは『存在と時間』で言及されている「民族」概念に定位する解釈、もう一つ

は『存在と時間』の単独者的な現存在を民族的な現存在に置き換えたとする解釈である。 

 

「運命的な現存在が世界内存在として本質的に他者との共存在において実存するとすれば、現

存在の生起は共生起であり、歴運（Geschick）として規定されている。歴運によって我々は共

同体の生起、民族の生起を表示する。……自分の『世代』のうちでの、そして『世代』ととも

にある現存在の運命的な歴運が、現存在の完全な本来的生起を構成する」（GA2, 508）。  

 

 このように「民族」は『存在と時間』において言及されている。しかも「民族の共生起」

である歴運は「現存在の完全な本来的生起を構成する」（GA2, 508）と言われている。そ

うであれば、『存在と時間』からナチズムへの道は、「民族」概念を介して、直接に通じ

ている、と主張できるように見える。しかし本当にそうだろうか。  

 まず指摘されるべきことは、民族概念の導入が形式的である、ということである。「共

存在」が現存在の存在体制を構成するから、現存在の生起は共生起である、と言っている

だけである。それ故民族概念への言及はこの一箇所だけであり、『存在と時間』において

これ以上民族概念が解明されることはない。『存在と時間』における現存在の分析論にと

って「民族」は何の重要性ももっていない。『存在と時間』当時のハイデガーにとって民

族概念が重要性をもっていなかったことは、『存在と時間』前後の講義などで、民族への
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言及がない、ということにも現われている。そして1930年代のハイデガーが民族を語ると

き、『存在と時間』の民族概念に依拠することなどないのである。  

 『存在と時間』の民族概念からナチズムの民族への直接的な道がないのは、『存在と時

間』の中心概念が単独者的な現存在だからである。それ故『存在と時間』からナチズムの

民族への道は、単独者的な現存在を民族的な現存在に置き換えることによって可能となる、

と主張される。こうした解釈はレーヴィット以来、繰り返されてきた。しかしこのような

機械的な置き換えによって哲学が展開することなど考えられない。ハイデガーは「単独主

観から民族主観へ」に対して書いている。「人は存在の問いを未だ概念把握せず、それ故

また現‐存在を概念把握しないから、人は現‐存在を依然として『主観』と考えるから、

単独主観（『存在と時間』における）は今や民族主観によって置き換えられねばならない、

という奇妙な要求に行き着く」（GA66, 144）。 

 『存在と時間』における「民族」概念によっても、民族的な現存在に置き換えることに

よっても、『存在と時間』からナチズムへの直接的な道を見出すことができない。そうで

あるとすれば、1930年代のハイデガーがいかに民族を語っているか、ということから再出

発すべきだろう。1933年夏学期と1934年夏学期の講義を見てみよう。  

 1933年夏学期講義は言う。「我々が我々を求めるのは、我々とは誰かを問うことによっ

てである。この歴史とこの歴運のこの民族はその存在の根底において誰なのか」（GA36/37, 

4）。「我々とは誰か」という問いは、「民族とは誰か」という問いである。1934年夏学期

講義は答えている。「我々自身とは誰か。答えは民族」（GA38, 59）。そうであるとすれ

ば、民族の問題は「我々とは誰か」という問いに即して考察することができる。そしてこ

の問いに定位することによって、「誰」への問いを問う『存在と時間』との関係も見えて

くる。 

 『存在と時間』は、現存在でない存在者を問う「何」への問いと区別して、「現存在と

は誰か」と問い、次のように答えている。「現存在は、その都度私自身がそれである存在

者であり、存在はその都度私の存在である」（GA2, 153）。つまり『存在と時間』は「誰」

への問いを「私とは誰か」として問うのであって、「我々とは誰か」としては問うていな

い。「我々とは誰か」と問うことによって、初めて民族を問うことに至るだろう。  

 ここで当然の疑問が生じる。―『存在と時間』における「誰」への問いが「我々とは

誰か」へと変容したと言うのであれば、「誰」の問いにおける「私」を「我々」に置き換

えた、という「置き換え」解釈の一種にすぎないのではないか。―この疑問によって、

改めて「置き換え」解釈の前提が明らかとなる。つまり、ナチズム加担によってハイデガ

ーが『存在と時間』をナチズム用にアレンジした、ナチズムのイデオロギーに迎合して『存

在と時間』を民族の哲学に変えた、という前提である。しかしこの前提そのものが誤って

いる。何故なら「我々とは誰か」という問いによって民族を問い始めたのは、ナチズム関

与以前のことだからである。「我々とは誰か」という問いを遡ることにしよう。  

 1931/32年冬学期講義は「我々とは一体誰か」（GA34, 6）と問うている。そしてこの講

義は講義として初めて、「民族」という語を重要な意味において使っている。  
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「存在は人間の歴史として、民族の歴史として生起する」（GA34, 145）。  

 

 このテーゼは真理の本質への問いという文脈のもとで提示されている。真理の本質への

問いは非真理の本質への問いへ導くが、その文脈において次のように言われている。「そ

こから、ヨーロッパの精神とその民族との歴史の歩みと方向が本質的に規定されている」

（GA34, 146）。ここでも「民族」という語が使われているが、この箇所に対して補遺が書

かれている。この補遺は「存在は人間の歴史として、民族の歴史として生起する」（GA34, 

145）が具体的に意味していることを教えてくれる。さらにこの補遺が『形而上学入門』

（1935年夏学期講義）と同じことを語っているのを示すために、『形而上学入門』のテキ

ストを並記しよう。  

 

（1）「人間の本質へと解放することが、この歴史の推進力と動性である。この解放は、精神、

世界企投、世界観として遂行される。このような根本的現実性と思考様式の内に、叙事

詩、国家発展、悲劇、祭式建築、造形芸術、哲学にとって光と空間がある。この歴史の

開始と共に真理が開始し、そして真理の開始と共に人間は、真理でないこと、つまり存

在者の覆蔵性という最も深い意味での非‐真理の内へと立ち入る」（GA34, 327）。  

 

（2）「非覆蔵性が生起するのはただ、非覆蔵性が作品によって実現されることによってのみで

ある。つまり詩作としての語の作品、神殿と立像における石の作品、思惟としての語の

作品、これらすべてを創設し保守する歴史の場としてのポリスという作品。……作品の

うちで存在者の非覆蔵性を、それ故存在そのものの非覆蔵性を戦い取ること、存在者の

非覆蔵性をこのように戦い取ることは、すでにそれ自身において不断の抗争としてのみ

生起し、つねに同時に、覆蔵、隠蔽、仮象に対する戦い（Streit）である」（GA40, 200）。 

 

 （1）と（2）が対応しているとすれば、「存在が生起する」と「真理（非覆蔵性）が生

起する」は同じことを意味することになる。そして「非覆蔵性が生起するのはただ、非覆

蔵性が作品によって実現されることによってのみである」という「作品」論がすでに

1931/32年冬学期講義にあることになる。しかしそれは奇妙なことではない。前学期の1931

年夏学期講義に、「作品」論を見出すことができるのだから。「世界のあるところに―

作品があり、そしてその逆でもある」（GA33, 146）。 

 四の基本テーマに戻ろう。1931/32年冬学期講義において「我々とは誰か」が問われ、「存

在は人間の歴史として、民族の歴史として生起する」（GA34, 145）という重要なテーゼが

語られている。この二つのことは、「我々自身とは誰か。答えは民族」（GA38, 59）なの

だから、関係しているはずである。1931/32年冬学期講義当時において「我々とは誰か」と

「存在は……民族の歴史として生起する」が密接な関係にあることは、この講義と同時期

に書かれた『黒いノート』第一巻の冒頭が示している。こうして（E）に立ち返ることが

できる。 
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（E）「我々は何をすべきなのか。／我々とは誰なのか。／我々は何故存在すべきなのか。／存

在者とは何か。／存在は何故生起するのか。／これらの問いが一つとなってそこからか

ら哲学することが立ち上がる」（GA94, 5）。  

 

 これは『黒いノート』第一巻の冒頭部分であり、『黒いノート』第一巻は1931年秋に書

かれ始めているから（cf. GA94, 3, 532）、この箇所は1931年秋に、つまり1931/32年冬学期

講義と同じ時期に書かれている。ここで五つの問いを問うことが哲学することだと言われ

ている。五つの問いを（1）（2）（3）（4）（5）として、この冒頭箇所を解読しよう。  

 まず（2）と（5）に着目する。（2）において、1931/32年冬学期講義と同じように、「我々

とは誰か」が問われている。（5）の「存在は何故生起するのか」は、「我々とは誰か」と

同じように、1931/32年冬学期講義のテーゼ「存在は人間の歴史として、民族の歴史として

生起する」（GA34, 145）へ導くだろう。（2）と（5）は一緒に問われているのだから、「我々

とは誰か」と「存在は……民族の歴史として生起する」は密接に関係していることになる。

しかしいかに関係しているか。改めて（1）（2）（3）（4）（5）の関係を考えてみよう。  

 （1）（2）（3）はすべて「我々」への問いである。（4）（5）は存在への問いと見なす

ことができるが、そのことを（4）から確認しよう。「存在者とは何か」という（4）の問

いは、ハイデガーが繰り返し問う問いであり、形而上学の主導的問いと呼ばれる。この問

いは「存在者としての存在者とは何か」を、つまり存在者の存在を問う。それ故（5）の問

い「存在は何故生起するのか」は、主導的問いが「人間の歴史、民族の歴史」という視点

でさらに展開した問いと解釈できる、つまり（4）（5）は主導的問いを問うこととして理

解できる。ハイデガーにとって主導的問いを問うことは、人間への問いを要求する。1930

年夏学期講義は言う。「主導的問いを現実に問うことは、それ自身において人間への問い

を強く求める」（GA31, 127）。（1）（2）（3）の問いは我々への問いであるが、それは

我々人間への問いである。こうして（1）（2）（3）と（4）（5）は、形而上学の主導的問

いの展開として位置づけられることになる。「これらの問いが一つとなってそこからから

哲学することが立ち上がる」と言われているが、「哲学すること」は主導的問いを展開す

る形而上学として遂行される。  

 「我々とは誰か」という問いは、1931/32年冬学期講義と1931年秋に書かれた『黒いノー

ト』にまで遡ることができた。しかしさらに1929/30年冬学期講義にまで遡ることができる。 

 

「では根本気分を呼び起こそう。即座に問いが生じる、つまりいかなる気分を我々は呼び起こ

すべきなのか、あるいは我々のうちに目覚めさせるべきなのか。我々を根底から貫き気分づ

ける気分なのか。我々とは一体誰なのか」（GA29/30, 103）。  

 

 1929/30年冬学期講義は、根本気分を呼び起こすという文脈において、「我々とは誰か」

と問うている。退屈が呼び起こされるべき根本気分とされる。退屈は三つの形式がある。

―「或るものによって退屈させられる」という第一形式、「或ることに際して退屈する」

という第二形式、そして「何となく退屈である」という深い退屈である。退屈させるもの
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は「引き止め、にもかかわらず空虚放置するもの」（GA29/30, 130）であり、退屈の二つ

の構造契機は「引き止められていること（Hingehaltenheit）」と「空虚放置されていること

（Leergelassenwerden）」に求められる。そして退屈の解明をその根底で導いているのは、

「退屈は現存在の時間性から発する」（GA29/30, 191）というテーゼ、つまり「存在と時

間への問い」（GA29/30, 191）である。 

 しかし退屈という根本気分を問う狙いは、退屈一般の普遍的な（非歴史的な）解明でな

く、今日の人間にとって深い退屈が何を意味するかである。「深い退屈は今日の現存在の

根本気分である」（GA29/30, 200）。深い退屈は今日という時代を開示する。退屈への問

いは時代への問いである。1929/30年冬学期講義は、前学期の講義の最後で提示されている

「時代の哲学」の理念のもとにある。  

 

「あらゆる哲学が哲学であるのは、それがその時代の哲学である場合だけである、つまり同時

代の人々の取るに足りない望みを叶える場合ではない。哲学が『その時代の』哲学でなけれ

ばならないとは、その哲学のための時代が来る、という仕方で哲学があるということを意味

する」（GA28, 232）。  

 

 この言葉によって1929年夏学期講義『ドイツ観念論』は閉じられている。1929/30年冬学

期講義は、この最後の言葉を受けて、「その時代の哲学」であろうとした、と考えること

ができる。「その時代の哲学」とは、「その哲学のための時代が来る、という仕方で哲学

がある」（GA28, 232）、「その時代が到来した場合に、その時代のために存在する」（GA28, 

344）のうちに求められる。これは「ミネルヴァの梟は黄昏の訪れとともに初めて飛び始め

る」とするヘーゲル『法の哲学』の哲学観と対比的である。ハイデガーの「時代の哲学」

は、時代を回顧する哲学でなく、時代を先取りする哲学であろうとした。このことを1934

年のハイデガーは「民族の歴史の本来的な生起の先響（Vorklang）」（GA16, 318）と表現

している。 

 時代は私個人の時代としてでなく、我々の時代としてある。時代を問うことは、同じ時

代に生きる我々を問うことである。我々の時代を知ることは「我々とは誰か」を知ること

であり、逆に「我々とは誰か」を知ることは我々の時代を知ることである。「我々が我々

の時代を知らない限り、我々とは誰かを我々は知らない」（GA39, 56）。「我々自身とは

誰か、を我々が知らないかぎり、我々の世界時代は隠されたままである」（GA16, 319）。 

 しかし「我々とは誰か」に民族と答えるのは何故なのか。「我々」と語るその都度、「我々

とは誰か」への答えは前提されている。我々は家族でもあるし、「ハイデガー・フォーラ

ム」に出席しているこの講義室にいる我々、日本国民としての我々、人類としての我々、

地球生命体としての我々でもある。何故ハイデガーにとって「我々」は民族なのだろうか。

『黒いノート』は「我々」を次のように語っている。  

 

（ i）「我々は経済的な世界‐困窮を通り抜けてきたし、まだ経済的な世界‐困窮（失業）のう

ちにある。我々は歴史的‐国家的な困窮（ヴェルサイユ）にとらわれている。我々はこう
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した困窮の重なり合いを徐々に知る。―しかし我々は精神的な現存在困窮について未

だ何も感じていない―そして我々が未だ精神的な現存在困窮を経験することも受苦す

ることもできない、つまり未だ精神的な現存在困窮に対して十分に偉大でないこと、ま

さにこれこそが最大の困窮である」（GA94, 148-149）。  

 

 「経済的な世界‐困窮」は世界恐慌によるドイツ経済の破綻と膨大な数の失業者を念頭

に置いており、「歴史的‐国家的な困窮（ヴェルサイユ）」はヴェルサイユ条約下での「ド

イツの歴史的‐国家的な困窮」であるから、ここで語られている「我々」はドイツ民族（国

民）を指している。困窮を我々の困窮として経験し受苦することによって、我々は一つの

民族として自らを自覚する。しかし「最大の困窮」とは何か。『黒いノート』での困窮の

記述は、1929/30年冬学期講義へ導く。  

 

（ j）「この社会的な悲惨でなく、あの政治的な混乱でなく、この学の無力でなく、あの芸術の

空洞化でなく、この哲学の地盤喪失でなく、あの宗教の無力でなく―これやあれやの困

窮がさまざまに窮迫することが困窮なのではない。そうでなく最も深く秘かに窮迫する

ものはむしろ、全体としての我々の現存在の本質的な窮迫の不在である」（GA29/30, 244）。 

 

 （ i）の「最大の困窮」は（ j）において「全体としての我々の現存在の本質的な窮迫の不

在」と言い表わされている。この「本質的な窮迫の不在」は後に「困窮のなさという困窮

（Not der Notlosigkeit）」と表現されることになる。ヘルダーリン第一講義は言う。  

 

「困窮はともかく存在する。それは困窮のなさという困窮、現存在の最も内的な問うに値する

ものの経験に対するまったくの無力という困窮である」（GA39, 134）。  

 

 「困窮のなさ」とは「現存在の最も内的な問うに値するものの経験に対するまったくの

無力」であり、（ i）での「我々が未だ精神的な現存在困窮を経験することも受苦すること

もできない、つまり未だ精神的な現存在困窮に対して十分に偉大でないこと」と同じ事態

である。しかし「精神的な現存在困窮」＝「現存在の最も内的な問うに値するもの」は経

験されねばならない、とヘルダーリン第一講義は主張する。  

 

「民族が全体として民族の歴史的現存在そのものにおいて、神々の死という最も内的な困窮を

本質的な経験へもたらし、永く耐え抜かないかぎり、民族は決してこの雷雨空間のうちへ入

ることはないだろう」（GA39, 100）。  

 

 （ i）「精神的な現存在困窮」＝（ j）「全体としての我々の現存在の本質的な窮迫」は、

「神々の死という最も内的な困窮」である。困窮を我々の困窮として経験することにおい

て、我々は民族である。そしてその困窮が経済的な困窮や政治的困窮より深い困窮の経験

であれば、我々の民族としての自覚はより深くなるだろう。  
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 時代を問うことによって「我々とは誰か」は民族と答えられる。「我々とは誰か」とい

う問い、民族への問いは「時代の哲学」という理念のもとで問われる。時代を問うことは、

その時代を歴史のうちに位置づけることである。つまり時代への問いは歴史への問いであ

る。それ故民族は歴史という視点で捉えられている。（A）において「民族の歴史的偉大

さ」が語られていた。そして1931/32年冬学期と1933年夏学期の言葉を想起できるだろう。

「存在は人間の歴史として、民族の歴史として生起する」（GA34, 145）。「我々が我々を

求めるのは、我々とは誰かを問うことによってである。この歴史とこの歴運のこの民族は

その存在の根底において誰なのか」（GA36/37, 4）。ヘルダーリン第一講義からも引用し

ておこう。「歴史的民族のみが真に民族である」（GA39, 284）。 

 しかしハイデガーは何故「時代の哲学」という理念を語り始めたのか。この問いに対し

て、神の死の根本経験によって答えることができるだろう。「時代の哲学」という理念の

背景に、現代という時代が神の死によって規定されている、という洞察が潜んでいる。1933

年の学長就任演説は、ニーチェの「神は死んだ」という言葉に言及している。  

 

（F）「我々の最も固有な現存在自身が偉大な変容の前に立っているとすれば、情熱的に神を求

めた最後のドイツの哲学者、フリードリッヒ・ニーチェが語った『神は死んだ』が真で

あるとすれば、今日の人間が存在者のただ中に見捨てられていることに、我々が真剣に

ならねばならないとすれば、学はいかなる状態にあるのか」（GA16, 111）。  

 

 今日という時代は、「『神は死んだ』が真である」時代である。「今日の人間が存在者

のただ中に見捨てられていることに、我々が真剣にならねばならない」とは、「神々の死

という最も内的な困窮を本質的な経験へもたらし、永く耐え抜」（GA39, 80）かねばなら

ない、ということである。この困窮を耐え抜くことは、神の到来の準備をすることであり、

そのことにおいて「我々の最も固有な現存在自身が偉大な変容の前に立っている」。「偉

大な変容」とは別の始元への移行を意味するだろう。  

 ハイデガーは神の到来の準備、別の始元への移行を語る。ここに「その時代の哲学」の

意味を捉えることができる。「その時代の哲学」は、「民族の歴史の本来的な生起の先響

（Vorklang）」（GA16, 318）であった。ハイデガー哲学が神の到来の準備、別の始元への

移行を語るのであれば、神の到来＝別の始元こそが「民族の歴史の本来的な生起」であろ

う。 

 現在が神の死の時代であるという洞察は、1929/30年冬学期講義のうちに読み取ること

ができる。すでに言ったように、この講義において深い退屈は今日の我々の状況を開示す

る根本気分である。退屈が根本気分とされるのは、退屈が郷愁と結び付くからである。  

 

「退屈、長い時間（Langeweile, lange Zeit）―特にアレマン方言の慣用において―『長い時間

をもつ』が『郷愁をもつ』を意味することは偶然ではない。……郷愁は哲学することである。

退屈―哲学することの根本気分」（GA29/30, 120）。  
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 Langeweile（退屈）→Langezeit＝Heimweh（郷愁）によって退屈と郷愁が結びつけられる。

このように結びつけるのは、退屈の本質が郷愁だからである。そして郷愁を抱くのは故郷

に居ないからである。郷愁は故郷喪失を前提としている。1929/30年冬学期講義は「哲学は

本来、郷愁であり、至るところで故郷に居たいという衝動である」（GA29/30, 7）という

ノヴァーリスの言葉から出発している。哲学＝郷愁→故郷喪失であるからこそ、哲学は退

屈を根本気分としたのである。しかし故郷喪失とは何か。ハイデガーが故郷喪失を語ると

き、基本的にニーチェを念頭においている。1944/45年講義から二箇所引用しよう。  

 

（ i）「いかなる神ももはや創造されないとすれば、ただ神のまわりでしか存立しえないもの、

世界はいかにして創造されねばならないのか。／人間が神を‐喪失しているかぎり、人

間はまた世界を‐喪失しなければならない」（GA50, 115）。  

 

（ ii）「神‐喪失し世界を‐喪失してしまい、近代的人間は故郷を喪失している」（GA50, 116）。  

 

 （ ii）から故郷喪失が神喪失と世界喪失から捉えられていることが分かる。そして神喪

失と世界喪失の関係は（ i）から理解できる。（ i）の背景にあるのは、ニーチェの二つの言

葉である。1944/45年講義は（ iii）『アンチクリスト』19と（ iv）『善悪の彼岸』150から引

用している。（ iii）はニーチェ第一講義のモットーであり、（ iv）はニーチェ第二講義の主

導思想とされている。  

 

（ iii）「ほとんど二千年が経っているが、新しい神が一人も現われていない」  （GA50, 107）。 

 

（ iv）「英雄のまわりではすべてが悲劇となり、半神のまわりではすべてがサチュロス劇となる。

そして神のまわりではすべては―どうなるのか、おそらく『世界』となるのだろうか

―」 （GA50, 114）。  

 

 （ i）で「人間が神を‐喪失しているかぎり、人間はまた世界を‐喪失しなければならな

い」（GA50, 115）と言われているが、この神と世界との関係は、「神のまわりではすべて

は―どうなるのか、おそらく『世界』となるのだろうか」という『善悪の彼岸』150に対

応している。世界は「ただ神のまわりでしか存立しえないもの」（GA50, 115）なのである。 

 ここで1929/30年冬学期講義の終りへと導かれることになる。この講義は、ニーチェを

「偉大なる者たちの最後の者」（GA29/30, 531）と呼び、「この同じ歌においてわれわれ

は同時に、世界とは何かを経験する」（GA29/30, 532）として、『ツァラトゥストラ』第

四部の「酔歌」の引用によって閉じられている。  

 

「おお、人間よ。注意せよ。／深い真夜中は何を語るか、／『私は眠った、私は眠った―、／

深い夢から私は目覚めた。―／世界は深い、／昼が考えたより深い。／世界の苦痛は深い
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―、／快は―心の苦悩よりさらに深い。／苦痛は語る、過ぎ去れと。／しかしすべての快

は永遠性を欲する―、／―深い、深い永遠性を欲する』」（「酔歌」12）。  

 

 この講義のテーマは三つの「形而上学の根本概念」である。それは世界、有限性、孤独

という三つの概念であるが、実際に講義が主題としているのは、世界だけである。そして

「酔歌」において「世界とは何かを経験する」とすれば、ここで世界はニーチェに定位し

て理解されている。つまり世界は「ただ神のまわりでしか存立しえないもの」（GA50, 115）

であり、世界を問うことは同時に、そのまわりですべてが世界となる神を問うことである。

哲学＝郷愁は故郷喪失（世界喪失‐神喪失）のうちで、郷愁＝退屈という根本気分におい

て、世界を問うことによって、神を問うている。何故なら哲学は時代の哲学であり、現在

は故郷喪失の時代、神の死の時代であるから。  

 ハイデガーにおける民族への問いを「我々とは誰か」という問いという視点から捉え、

1929/30年冬学期講義にまで遡った。「我々とは誰か」を問うことは、時代を問うことであ

り、哲学は「時代の哲学」として展開されている。「時代の哲学」という理念は1929年夏

学期講義の最後に提示されている。この理念の背景にあるのは、神の死の根本経験である。

そうであるとすれば、ハイデガーが民族を問うのは、ナチズムへの関与とは何の関係もな

く、神の死の根本経験に由来する。「我々とは誰か」という問いはナチズム関与以前から

問われ、そしてナチズムからの離反以後も問われ続ける。つまり「我々とは誰か」という

問いを問うことはナチズム加担の結果でも、ナチズムへの迎合に基づいているのでもない。 

 ナチズム関与の核心をなすのは、創造者の三位一体である。それ故ナチズムからの離反

によって、ハイデガーは三位一体の構想を放棄することになる。しかし三位一体の契機で

ある「詩人と思惟者」のペアは、「我々とは誰か」の問いと同様に、ナチズム関与以前に

成立し、ナチズムからの離反後にも、「詩人と思惟者」（詩作と思惟）は問われ続ける。 

 （C）が語っているように、ハイデガーはナチズムの偉大さを「別の始元への移行の可

能性」のうちに見た。これは「始元‐終末‐別の始元」という構図を前提にしている。こ

の構図はナチズム関与以前に成立し、ナチズムからの離反以後も生き続ける。  

 「我々とは誰か」という問いは、1929/30年冬学期講義にまで遡ることができた。同様に

「詩人と思惟者」のペア（五）、そして「始元‐終末‐別の始元」という構図（六）もま

た、同じ1929/30年冬学期講義にまで遡ることができる。この講義はハイデガーの思惟の道

における「まったく新しい始まり（Anfang）」（HB, 33）をなす。ともかく「詩人と思惟

者―ヘルダーリンとニーチェ」というテーマに取り組もう。  

 

 

五 詩人と思惟者──ヘルダーリンとニーチェ  

 

 『黒いノート』において詩人と思惟者として語られるのは、ヘルダーリンとニーチェで

ある。それ故「詩人と思惟者」のペアは、ヘルダーリンとニーチェのペアに即して考察す

ることができる。両者のペアを『黒いノート』第三巻から（k）として引用しよう。そして
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それと対比するために、三位一体の構想期の最後に位置し、革命を肯定する最後の講義で

ある1937/38年冬学期講義から（ l）（m）を引用したい。  

 

（k）「『ヘルダーリンとニーチェ』。一方を他方とともに一緒に挙げることの必然性が成り立

つが、それは両者が時代の深淵によって隔てられているからである。ニーチェは形而上

学の完成に対する名である。ヘルダーリンは1800年以来、形而上学の外に立ち、別のも

のを創設する―この別のものへの関わりをニーチェはどこにももっていない。両者の

名は根本的に異なった決定を名づけている」（GA96, 199）。  

 

（ l）「……西洋歴史の出来事を、初めてヘルダーリンが受苦するとともに本来的に経験したの

であり、次にニーチェが、西洋の人間が二千年以来神をもはや創造できなかった、と指

摘することによって彼の仕方で言い表わした」（GA45, 90）。  

 

（m）「両者はそれぞれ別のあり方で終末と移行であるが故に、両者に始元が始元的に立ち現わ

れ、そのうちで終末の知が生まれねばならなかった。その際ヘルダーリンは、史学的に

算定されれば我々により遠い者であるにもかかわらず、より将来的な者、つまりニーチ

ェを超えて遠くに達する者である」（GA45, 135）。  

 

 （k）はヘルダーリンとニーチェを一緒に挙げることの必然性を「両者が時代の深淵によ

って隔てられている」ことに求めている。ニーチェ形而上学は形而上学の完成とされ、別

の始元への移行であることが否定されている。これはニーチェ第三講義（ナチズムからの

離反後）のニーチェ解釈と同じである。ニーチェとまったく逆に、ヘルダーリンは形而上

学の外に立ち、別の始元への移行である。  

 ヘルダーリンとニーチェが鋭く対比させられているが、それはナチズムからの離反に起

因する。ナチズムとの対決は、ニーチェ形而上学（力への意志の形而上学）との対決、形

而上学の克服として遂行される。これ以後ヘルダーリンとニーチェは（k）のように対比的

に語られることになる。しかし離反以前においてヘルダーリンとニーチェは、（k）のよう

に対立するのでなく、その共通性に定位して語られる。  

 （ l）と（m）はともにヘルダーリンとニーチェの共通性を語っている。（ l）が語ってい

る「西洋歴史の出来事（Geschehnis der abendländischen Geschichte）」は、「神が死んだ」と

いう「西洋歴史の出来事（Ereignis der abendländischen Geschichte）」（GA43, 193）である。

その出来事をヘルダーリンは「古い神々の逃走と新しい神々の到来」（GA39, 123）として

経験し、ニーチェは「ほとんど二千年が経っているが、新しい神が一人も現われていない

（Zwei Jahrtausende beinahe und nicht ein einziger neuer Gott!）」（『アンチクリスト』19）と

言い表わした。（m）において、ヘルダーリンとニーチェとの共通性は「終末と移行であ

る」ことに求められている。それは「始元‐終末‐別の始元への移行」という構図のもと

での共通性である。  
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 ヘルダーリンとニーチェの共通性は、（ l）神の死（神々の逃走）に関して、そして（m）

「終末と移行である」という点に関して、認められている。しかし神と別の始元は異なっ

た問題でなく、一つの問題である。そのことを示すテキストを『黒いノート』から二つ引

用しよう。「あるいは別の始元は、最後の神の時代の始まりではないのか」（GA94, 262）。

「最後の神は―終末ではなく―我々の歴史の計り知れない可能性の別の始元である」

（GA94, 314）。 

 しかしこうしたテキストに依存しなくとも、ヘルダーリンとニーチェがそれぞれいかに

規定されているかを見ることによって、二つの問題が一つであることを示すことができる。

ヘルダーリン第一講義と『ドイツ大学の自己主張』を見ることにしよう。  

 

「人はヘルダーリンを『史学的に』捉えており、未だ時空をもたない彼の作品が我々の史学的

な態度をすでに克服し、神の到来か逃走かの決定をめぐる闘争とともに始まる別の歴史の始

元を創設した、というあの唯一本質的なことを誤認している」（GA39, 1）。  

 

 ヘルダーリンを主題とした最初の講義（1934/35年冬学期講義）はヘルダーリンの意義を、

ヘルダーリンの作品が「神の到来か逃走かの決定をめぐる闘争とともに始まる別の歴史の

始元を創設した」（GA39, 1）ことのうちに見ている。ここに二つの視点が働いている。「神

の到来か逃走かの決定をめぐる闘争」のうちに神の死の問題が、そして「別の歴史の始元

を創設した」ことのうちに別の始元への移行、つまり「終末と移行」が読み取れる。  

 （F）として引用したように、『ドイツ大学の自己主張』は、「情熱的に神を求めた最後

のドイツの哲学者、フリードリッヒ・ニーチェが語った『神は死んだ』が真であるとすれ

ば」と語っている。「神は死んだ」が言われていることは明らかだが、「終末と移行であ

る」という論点は働いているのだろうか。ニーチェが「最後のドイツの哲学者」とされて

いることに着目しよう。「最後の」という規定のうちに、ニーチェが「終末と移行である」

ことが言い表わされているのである（六）。「神は死んだ」と語ることと「終末と移行で

ある」ことは別々のことでなく、一つのことである。  

 ではヘルダーリンとニーチェがペアで語られ始めるのはいつからなのか。ニーチェとヘ

ルダーリンについてのハイデガーの回顧の言葉を参照しよう。  

 

（n）「ハイデガー自身の報告によれば、『存在と時間』の出版直後の2、3年の間に（ in den Jahren 

unmittelbar nach der Publikation von “Sein und Zeit”）、神は『死んだ』という根本経験にハ

イデガーは襲われた」（O. Pöggeler, Philosophie und Politik bei Heidegger, 1974, S.106）。  

 

（o）「形而上学による最後の誤解を投げ捨てる瞬間、すなわち存在それ自身とその真理が最初

に極度に問いに値するものになる瞬間（真理講演1929/30年）に、他の詩人と同様に以前

からすでにさしあたり知られていた、ヘルダーリンの語が運命（Geschick）となった」

（GA71, 89）。  
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 （n）の「『存在と時間』の出版直後の2、3年の間に」をどう解釈するかが問題となる。

ガダマー『真理と方法』は、ニーチェこそがハイデガーの存在の問いにとって決定的であ

ったと述べ、「このことはハイデガーにとって後になって初めて意識されただろう」と書

いている。この箇所にハイデガーは欄外註記を書き込んでいる。「その通りだ。1927年-29

年」（O. Pöggeler, „Heideggers Begegung mit Hölderlin“, in: Man and world, vol. 10, 1977, S.23-24）。

「神は『死んだ』という根本経験にハイデガーは襲われた」とされる「『存在と時間』の

出版直後の2、3年の間」とは、「1927年-29年」である。（o）は「形而上学による最後の誤

解を投げ捨てる」とはいかなる意味かなど多くの問題を含んでいるが、ここでは1929/30年

に「ヘルダーリンの語が運命となった」ことを読み取れば十分である。  

 （n）（o）から、1929/30年にすでにニーチェとヘルダーリンがハイデガーにとって決定

的な意味をもっていたことが分かる。ここでもまた、1929/30年冬学期講義へ導かれること

になる。この講義のうちにニーチェとヘルダーリンを読み取ることができるだろう。  

 すでに触れたように、この講義は「哲学は本来、郷愁であり、至るところで故郷に居た

いという衝動である」というノヴァーリスの言葉を出発点としている。何故ハイデガーは

このような「奇妙な定義」から出発するのだろうか。何故プラトン、アリストテレスある

いはカントのような哲学者の言葉から出発しないのか。ノヴァーリスは「単に詩人であっ

てまったく学的哲学者（kein wissenschaftlicher Philosoph）でない」（GA29/30, 7）というこ

のような批判に対して、この講義は次のテーゼによって答えている。  

 

「芸術―それには詩作も属する―は、哲学の姉妹である」（GA29/30, 7）。（以下「姉妹」

テーゼと呼ぶ）  

 

 この「姉妹」テーゼはニーチェ『ギリシア人の悲劇時代における哲学』を想起させる。

そこでニーチェは「さあ私の姉妹である芸術を見て下さい（Seht nur meine Schwester, die 

Kunst!）」と「哲学」に語らせている。哲学が語る「私の姉妹である芸術」という言葉は、

「芸術は哲学の姉妹である（die Kunst ist die Schwester der Philosophie）」という「姉妹」テ

ーゼそのものである。  

 しかしヘルダーリン『ヒュペーリオン』もまた詩作と哲学の近さを語っている。ヘルダ

ーリン第一講義は引用している。「詩作は哲学の始まりであり終わりである。ミネルヴァ

がジュピターの頭から生まれたように、哲学は無限で神的な存在の詩作から生まれる。こ

のようにしてまた再び、詩作の秘密に満ちた源泉において相容れないものが哲学において

合流する」（GA39, 21）。「姉妹」テーゼの背景に思惟者ニーチェだけでなく、詩人ヘル

ダーリンをも見ることができるだろう。  

 ともかく「姉妹」テーゼにおいて、詩作と思惟のペア、つまり詩人と思惟者のペアが成

立している。このペアは、「詩人と思惟者の民族」といった決まり文句に由来するのでな

く、学的哲学という理念（『存在と時間』を規定している哲学理念）を放棄することによ

って生まれたのである。  
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 1929/30年冬学期講義のうちに、神の死の根本経験、そして詩作と思惟のペアの成立を読

み取ることができる。この二つの契機がハイデガーの思惟の道を貫き続けることは、シュ

ピーゲル対談が示している。「神なるもののみがかろうじて我々を救うことができます。

救いの唯一の可能性を私は、思惟と詩作において、没落のうちで神の現われに対して、あ

るいは神の不在に対して準備を整える、ということのうちに見ます」（GA16, 671）。この

発言は1929/30年冬学期講義と遠く呼応している。  

 「姉妹」テーゼのうちに、詩人ヘルダーリンと思惟者ニーチェのペアを読み取ることが

できる。1927-29年にニーチェが決定的となり、1929/30年に「ヘルダーリンの語が運命とな

った」のであれば、ニーチェが決定的となった解釈地平のもとで、ヘルダーリンが再発見

された。ヘルダーリンとニーチェの共通性は、神の死と終末＝移行のうちに求められる。

1929/30年冬学期講義は、神の死の根本経験に貫かれている。とすれば、この講義のうちに

さらにニーチェが「終末と移行である」という論点もまた成立しているだろう。これを示

すことが六の課題となる。（C）から再出発しよう。  

 

 

六 偉大な者たちの最後の者 ―フリードリッヒ・ニーチェ  

 

（C）「純粋に『形而上学的に』（つまり存在史的に）思惟すると、1930-1934年に私はナチズム

を別の始元への移行の可能性として捉え、ナチズムにこの意味を与えた。……」（GA95, 

408）。  

 

 「1930-1934年に」と書かれている。一において1934年を問題としたが、しかし1930年に

関しては何も検討していなかった。1930年という極めて早い時期からナチズムに共感して

いたことを非難・揶揄するという安易なことで満足せずに、ここでもその内実を問うべき

である。つまり、1930年にすでに「ナチズムを別の始元への移行の可能性として捉え」始

めた、と実際に言えるのだろうか。こう言えるためには、「別の始元への移行の可能性」

が前提している「始元‐終末‐別の始元」という構図が成立していなければならない。こ

の構図はいつ成立したのだろうか。まず『存在と時間』のうちに見出せるかどうか、検討

しよう。「始元‐終末‐別の始元」構図に関して、『存在と時間』からナチズムへの直接

的な道が通じているのだろうか。  

 別の始元への移行は最初の始元のより根源的な反復によって可能となる。始元の反復と

いう考えは、『存在と時間』に見出すことができる。『存在と時間』の第一節「存在への

問いの明確な反復の必然性」は次のように始まっている。「たとえ我々の時代が『形而上

学』を再び肯定することを進歩だと思っているにしても、存在への問いは今日忘却された

ままである。にもかかわらず、新たにかき立てられるべき、ウーシアをめぐる神々と巨人

族の戦いの努力を、人は免除されていると思っている。その際、やはり存在への問いは任

意の問いではない。存在への問いはプラトンとアリストテレスの探求に息つく暇を与えな

かったが、現実の探求の主題的な問いとしてはむろんその後問われなくなった」（GA2, 3）。
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「プラトンとアリストテレスの探求に息つく暇を与えなかった」存在の問いは、今日もは

や問われず、「忘却されたままである」。それに対して『存在と時間』の基本的狙いは、

プラトンとアリストテレスの存在の問いを改めて問い直すこと、「存在への問いの明確な

反復」にある。このことを1925年夏学期講義は、「学的哲学の始元（Anfang）の反復」と

呼んでいる。  

 

「現象学をその最も固有な可能性において根源化することは、プラトンとアリストテレスの、

再び生き生きとなった問いを問うこと以外の何ものでもない、すなわち我々の学的哲学の始

元（Anfang）の反復、再把握である」（GA20, 184）。  

 

 『存在と時間』において始元の反復という思想があるとすれば、始元の反復による別の

始元への移行という考えもまた見出せる、と思うかもしれない。しかし「始元‐終末‐別

の始元」構図における始元は、プラトンとアリストテレスにおける「学的哲学の始元」で

なく、始元的思惟者（アナクシマンドロス、パルメニデス、ヘラクレイトス）における始

元である。しかもこの始元的始元は、単に哲学者の始元であるだけでなく、詩人と思惟者

による始元である。  

 しかし決定的なことは、『存在と時間』には「終末＝移行」という契機が欠けていると

いうことである。（m）として引用した言葉を想起しよう。ヘルダーリンとニーチェは「そ

れぞれ別のあり方で終末と移行であるが故に、両者に始元が始元的に立ち現れ、そのうち

で終末の知が生まれねばならなかった」（GA45, 135）。ここに「始元‐終末‐移行」を読

み取ることができるが、ポイントは二人が「終末と移行である」ことに求められる。しか

し『存在と時間』のうちに、「終末と移行である」と言われる者は見出せない。つまり「始

元‐終末‐別の始元」構図は『存在と時間』にはないのである。ではこの構図はいつ成立

したのか。この構図の核心である「終末＝移行」という契機を、ニーチェに定位して遡っ

てみよう。まずニーチェ第一講義から出発しよう。  

 

「偉大な西洋の思惟者のこの最後の者は、彼の答えをもって、彼以前のどの本質的思惟者もし

なかった程決定的に、形而上学として思惟された西洋哲学の始元に回帰する」（GA43, 4-5）。  

 

 ニーチェは「偉大な西洋の思惟者の最後の者」と呼ばれる。その「最後の者」は「終末」

として、西洋哲学の始元へ回帰する。そしてそれによってニーチェは別の始元への移行と

なる。すでに（e）として引用したが、もう一度引用しよう。「ニーチェは一つの移行―

思惟者について言われうる最高のもの―である。第二の始元への移行を導入する一つの

移行」（GA43, 278）。ニーチェ第一講義は「始元‐終末‐別の始元」構図のもとにある。

それをはっきり示しているのは、ニーチェを形容する「最後の」という言葉である。  

 「最後の」という語は「終末」を意味する。最後とは或るものの最後（終末）であり、

或るものが終わることとして、その始まり（始元）を遡って指示する。そして或るものの

最後（終末）は、別のものの始まり（別の始元）への移行の可能性を指し示す。つまり最
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後（終末）は或るものの最後としてその最初（始元）を呼び起こし、別のものの始まり（別

の始元）へ移行しうるだろう。  

 ニーチェを規定する「最後の」という語を遡ると、講演「ドイツ大学」（1934年8月15/16

日）における「フリードリッヒ・ニーチェ、ドイツ人の最後の偉大な哲学者（Friedrich 

Nietzsche, der letzte große Philosoph der Deutschen）」（GA16, 297）という表現に出会う。そ

して『ドイツ大学の自己主張』における（F）に至る。「情熱的に神を求めた最後のドイツ

の哲学者、フリードリッヒ・ニーチェ」（GA16, 111）。ニーチェが「最後の」という語に

よって形容されていることは、「始元‐終末‐別の始元」構図が成立しているということ

を示しているだろう。  

 二での考察において、「始元の遥かなる指令（ferne Verfügung）」に応じることのうちに、

最初の始元の反復による別の始元への移行を読み取り、そこにドイツ民族の歴史的偉大さ

を見た。『ドイツ大学の自己主張』もまた「遥かなる指令」を語っていた（二）。「始元

は我々の将来の中へ侵入する。始元はそこにおいて、始元の偉大さを再び取り返すという

遥かなる指令として我々の上に立っている」（GA16, 110）。『ドイツ大学の自己主張』が

要求しているのは、「始元の偉大さを再び取り返すという遥かなる指令」に従い、最初の

始元を反復することによって、別の始元へ移行する、ということである。「最後の」とい

うニーチェを形容する語は、「始元‐終末‐別の始元」構図のもとで可能となるのである。

そして「最後の」という語を遡ることによって、最後に1929/30年冬学期講義に至ることに

なる。 

 

「驚愕の危険性があるところにのみ、驚きの至福が―あの醒めた陶酔がある。これはすべて

の哲学することの息吹であり、哲学者の最も偉大な者たちが恍惚（enthousiasmos）と呼んだも

のである。この恍惚を、偉大な者たちの最後の者―フリードリッヒ・ニーチェ―は、『酔

歌』と名づけたツァラトゥストラのあの歌の中で告げている。そしてその歌において我々は

同時に、世界とは何かを経験する」（GA29/30, 531-532）。  

 

 1929/30年冬学期講義『形而上学の根本概念』は最後にこのように語り、『ツァラトゥス

トラ』第四部の「酔歌」12の歌を引用している（四）。講義を閉じるのが『ツァラトゥス

トラ』からの引用であることからだけでも、ニーチェがこの講義にとって重要な哲学者で

あったことが分かる。そのニーチェが「偉大な者たちの最後の者（der Letzte der Großen）」

と呼ばれている。  

 この表現は『ドイツ大学の自己主張』、講演「ドイツ大学」を越えて、ニーチェ第一講

義における「偉大な西洋の思惟者の最後の者（Dieser Letzte der großen abendländischen 

Denker）」に結び付く。そしてこの「最後の者」は「西洋哲学の始元に回帰する」が、そ

の始元は、始元的思惟者（アナクシマンドロス、パルメニデス、ヘラクレイトス）におけ

る始元である。実際1929/30年冬学期講義において「最初の決定的な始元における古代の哲

学者」（GA29/30, 34）としてヘラクレイトスが論じられている。1929/30年冬学期講義は

「始元‐終末‐別の始元」構図を背景としている。「偉大な者たちの最後の者―フリー
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ドリッヒ・ニーチェ」という言葉は、ニーチェが決定的となった1927-29年の成果を凝縮し

ていると同時に、1930年以後におけるハイデガーの思惟の道を導くことになる。  

 「偉大な者たちの最後の者―フリードリッヒ・ニーチェ」という言葉は、1929/30年冬

学期講義が「始元‐終末‐別の始元」構図のもとにあることを示している。この構図に基

づいて1930年のハイデガーは、ナチズムの偉大さを「別の始元への移行の可能性」のうち

に見るのである。  

 四、五、六の考察はすべて、1929/30年冬学期講義へ導いた。「我々とは誰か」という問

いが示唆している民族としての我々（四）、「姉妹」テーゼが示している詩人と思惟者（ヘ

ルダーリンとニーチェ）のペア（五）、そして「偉大な者たちの最後の者―フリードリ

ッヒ・ニーチェ」という規定が前提している「始元‐終末‐別の始元」という構図（六）

―これらはすべて1929/30年冬学期講義のうちに見出すことができる、つまりナチズム

関与以前に成立している。しかし我々としての民族、詩人と思惟者のペア、「始元‐終末

‐別の始元」構図は、創造者の三位一体の構想にとって不可欠な契機である。そして三位

一体は「民族の歴史的偉大さ」を可能にし、ナチズムにその偉大さを与える。とすれば

1929/30年冬学期講義のうちに、創造者の三位一体の構想への最初の一歩、それ故ナチズム

への最初の一歩を見ることができる。1929年9月12日のブロッホマン宛の手紙の言葉「まっ

たく新しい始まり」（HB, 33）は、ハイデガー哲学の展開にとって画期をなす「まったく

新しい始まり」であるともに、同時にナチズムへの道を拓く「まったく新しい始まり」と

なったのである。  

 

「冬学期の私の形而上学講義によって私はまったく新しい始まり（Anfang）を成功させようと

思っています」（HB, 33）。  

 

 

 

［略号］ 

GA: Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann. 

HB: Martin Heidegger, Elisabeth Blochmann, Briefwechsel, 1918-1969, Deutsche Schillergesellschaft, 1989. 
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二つの参考資料 

 

 今回の本稿の背景をなしているのは、「ハイデガーとナチズム」という問題である。こ

の問題についての参考資料として、『情況』1993年5月号に書いた拙論「『詩人‐思惟者‐

国家創造者』の三位一体 ハイデガーとナチズム」の冒頭箇所（一）、そして現在執筆中

の拙著『創造者の三位一体  ―ハイデガーとナチズム』の目次（二）を入れておきたい。

それは「ハイデガーとナチズム」問題に関する私の出発点と現在の到達点を示している。 

 

 

一 『情況』論文の冒頭 

 

 「ハイデガーとナチズム」問題はスキャンダルだろうか。こうした問いに、当然のごと

く、「スキャンダルに決まっている」と答えられて、驚いたことがある。  

 確かに「公衆は醜聞を愛するものである」（芥川龍之介『侏儒の言葉』の「醜聞」）。

しかしある事件がスキャンダル（醜聞）か否かは、事件それ自体によって（アプリオリに）

決まっているのではなく、我々自身がその事件をどう解釈するかに依存している。スキャ

ンダルと看做すとすれば、既に一定の先行的な解釈態度を選んでいるのである。「スキャ

ンダル‐解釈」は、「暴く‐隠す」（暴露‐隠蔽）という選択肢の次元（秘密の次元）に

身を置くことである。一方は暴露し、非難・嘲笑する。他方はできる限り隠蔽しようと努

める。露見した場合、「ほんの出来心」（単なるエピソード）として処理することも、こ

の次元に属している。しかしスキャンダルから何も学ぶことはないだろう。「ハイデガー

はナチである」がスキャンダルか否かを問うとすれば、それは、我々が如何なる解釈態度

において「ハイデガー事件」を捉えるかが、即ち我々自身の解釈の地平が問われているの

である。 

 1866年、『ロシア報知』1月号への『罪と罰』掲載と前後して、学生ダニロフによる質屋

ポポフと下女のノルドマンの殺害事件が起きた。この事件は恐らく新聞の三面記事に載っ

たであろう。『罪と罰』のうちにこの三面記事の内容しか読み取らないとすれば、何のた

めにドストエフスキーを読むのか理解に苦しむだろう。「ハイデガーとナチズム」問題の

うちにスキャンダルのみを見るとすれば、それは『罪と罰』を三面記事として読むことと

同じだろう。「スキャンダル‐解釈」はハイデガーのテキストを読み解くことの放棄を意

味する。 

 「ハイデガー事件」をどう捉えるか、ハイデガーを如何に読むか、という読みの次元を

決定するのは、我々自身なのである。しかし「ハイデガーはナチである／ない」という問

題において、「ハイデガーはそもそも読むに値するか／否か」が問われている、と反論さ

れるだろう。それ故、「ハイデガーはナチである／ない」という問題は、「ハイデガーは

読むに値する／しない」という論点との関わりで論じられねばならない。  

 「ハイデガーはナチである／ない」と、「ハイデガーは読むに値する／しない」という

二つの選択肢を組み合わせる仕方は、四通りである。しかし結合するための接続詞を我々
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は二通り―「だから」（順接）と「にもかかわらず」（逆接）―選ぶことができる。

それ故、四つの結合から、八つの命題が出来上がる。「ナチである／ない」―「だから

／にもかかわらず」―「読むに値する／しない」の組み合わせから機械的に作って、列

挙してみよう。  

 

（1）ハイデガーはナチである、だから読むに値する  

（2）ハイデガーはナチである、にもかかわらず読むに値する  

（3）ハイデガーはナチである、だから読むに値しない  

（4）ハイデガーはナチである、にもかかわらず読むに値しない  

（5）ハイデガーはナチでない、だから読むに値する  

（6）ハイデガーはナチでない、にもかかわらず読むに値する  

（7）ハイデガーはナチでない、だから読むに値しない  

（8）ハイデガーはナチでない、にもかかわらず読むに値しない  

 

 （1）から（8）までのどの選択肢を選ぶかは、各自の自由である。恐らく（3）が最も平

凡なテーゼだろう。それは強いハイデガー排斥論者の選択肢である。それと同じレベルで

対立するのが（5）であり、強いハイデガー擁護論の立場だろう。（3）と（5）は、「ナチ

であるとすれば、読むに値しない」という常識的な前提を共有しているが故に、平凡な選

択肢である。平凡を嫌って奇抜なテーゼを主張しようとすれば、平凡な選択肢に一箇所捻

りを加えればよい。（3）の前提命題、接続詞、帰結命題のうちの一箇所を逆にすれば、順

次（7）（4）（1）が導かれる。（5）に同様な操作をすれば、（1）（6）（7）が得られる。

こうして得られた（1）（4）（6）（7）は、「ナチであるとすれば、読むに値しない」と

いう常識的前提そのものを否定しているが故に、人を驚かす効果を持つ。一箇所にのみ捻

りを加えるのがポイントであって、二箇所にすると、奇抜さの効果が消える。例えば、（3）

と（5）に対する二箇所操作によって、（5）と（3）へと相互に移行し、平凡なテーゼが得

られるだけであり、あるいは（2）と（8）が導出される。（2）と（8）は、（3）と（5）

と同様に、「ナチであるとすれば、読むに値しない」ことを前提とした選択肢であり、奇

抜なテーゼとは言えないだろう。（2）は前提命題を「ナチであった、しかしそれは単なる

エピソードにすぎない」という形に薄めるという戦略を採用する、弱いハイデガー擁護論

である。（8）は弱いハイデガー排斥論と呼ぶことができるだろう。  

 （1）から（8）までのどのテーゼを選ぶかは、各自の自由である。しかしそれぞれのテ

ーゼの内実が展開されない限り、こうして機械的に作り出された選択肢の間に、実質的な

優劣関係は何もないだろう。（1）から（8）の選択肢を列挙したのは、諸解釈の整理を意

図したのではなく、こうしたテーゼの無内容さを示したかったからである。  

（（1）から（8）の選択肢の空虚さは、ハイデガーの代わりに、ローゼンベルク、ボイム

ラー、クリークを入れてみれば、あるいはヤスパース、ハルトマンを入れてみれば、明ら

かだろう。）  
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二 『創造者の三位一体  ―ハイデガーとナチズム』目次  

 

序 ハイデガーとナチズム  

 

序章 『ドイツ大学の自己主張』  

 

第一節 創造者の三位一体とドイツ民族の負託  

一 創造者の三位一体  

二 ドイツ民族の負託  ―別の始元への移行 

三 指導者自身が指導される者である  

四 精神的世界のみが民族にその偉大さを保証する  

五 闘争とポレモス  

六 クラウゼヴィッツとドイツ運動  

 

第二節 始元‐終末‐別の始元  

一 神は死んだ  

二 最後のドイツの哲学者、フリードリッヒ・ニーチェ  

三 ギリシア哲学の勃興としての始元  

四 始元の偉大さを再び取り返すという遥かなる指令  

五 知の反抗と無力  

六 アイスキュロスと詩作・思惟  

 

第三節 意志としての自己主張  

一 自己主張は自己自身を意志する  

二 学への意志としての自己主張  

三 すべての偉大なものは嵐のなかに立つ  

四 我々は我々自身を意志する  

五 自己批判としての『形而上学の克服』  

六 創造者の三位一体  ―ハイデガーとナチズム 

 

第一章 創造者の三位一体  

 

第四節 創造者の三位一体の展開  

一 夢を見ている子供  

二 民族の歴史の本来的な生起の先響  

三 哲学は直接には役立たないが、しかし主宰的な知である  

四 詩人‐思惟者‐国家創造者（1934/35年冬学期講義） 

五 ヘルダーリン‐ニーチェ‐ヒトラー  
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六 詩人‐思惟者‐政治家（1935年夏学期講義）  

七 真理が生起するあり方（『芸術作品の根源』） 

八 詩作‐思惟‐行為‐犠牲（『哲学への寄与』） 

九 詩人・建設者・思惟者・政治家の創造（1937/38年冬学期講義） 

十 創造者の三位一体の放棄  

 

第五節 創造者の三位一体のモデル  

一 ギリシアの始元とドイツ運動  

二 ホメロスによる詩作‐哲学の覚醒‐国家形成  

三 三つの偉大な力がともに働いた  

四 テクネー（アレーテウエイン）としての作品の創造  

五 哲人王の理念  

六 詩人と思惟者の民族  

 

第六節 『存在と時間』からナチズムへ  

一 『存在と時間』からナチズムへの直接的な道？  

二 歴史性と民族と決意性  

三 私の死から神の死へ  

四 ドイツ民族 ―我々とは誰か 

五 学的哲学から詩作・思惟へ  

六 始元の反復  

七 創造者の三位一体への最初の一歩  

八 困窮 ―ナチズムへの最初の一歩  

九 洞窟への還帰 ―ナチズムへの思想的関与  

 

第二章 形而上学  

 

第七節 形而上学の問題  ―二重化と根源化  

一 形而上学の定義と第一哲学  

二 「存在者とは何か」という形而上学の主導的問いの二重化と根源化  

三 形而上学 ―哲学の困惑に対する名称  

四 哲学は普遍的な存在論である  

五 「現存在＝範例的存在者」による「哲学＝存在論」の理念  

六 「現存在＝存在者的基礎」による「哲学＝存在論」の理念  

七 存在論からメタ存在論への転化  

八 学的哲学の理念の放棄  

九 存在者としての存在者への問い  

十 全体としての存在者への問い  
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第八節 存在の意味への問いと『存在と時間』の挫折  

一 Woraufhinとしての意味  

二 存在論‐現象学‐解釈学 

三 存在者の意味と存在の意味  

四 挫折の現場とその自覚  

五 機械的な反復と超越論的な問いと迷いの道  

六 主導的問いの形而上学とその克服  

七 『存在と時間』の根本欠陥  ―あまりに先に敢えて進みすぎた  

八 超越態的差異と地平の克服  

九 転回と形而上学の言葉  

十 存在の意味への問いから存在の真理への問いへ  

 

第九節 形而上学の展開  

一 現存在の超越としての世界内存在  

二 基礎的存在論‐メタ存在論  

三 超越の形而上学  

四 形而上学による最後の誤解を投げ捨てる瞬間  

五 自由の形而上学  

六 人間の本質への解放  ―自由から創造へ  

七 創造の形而上学  

八 形而上学の克服 ―主導的問いの形而上学と意志の形而上学  

九 挫折する哲学  

 

第三章 神の死  

 

第十節 まったく新しい始まり  

一 時代の哲学  

二 深い退屈 ―困窮のなさという困窮  

三 哲学は郷愁である  

四 世界‐有限性‐孤独  

五 偉大な者たちの最後の者  ―フリードリッヒ・ニーチェ  

六 神は死んだという根本経験に襲われた  

七 神への問いと形而上学の構想  

八 反プラトニズム  

九 芸術（詩作）は哲学の姉妹である  

十 ヘルダーリンとニーチェ  
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第十一節 ヘルダーリン  

一 将来を指し示し神を待ち望む詩人  

二 ドイツ人の詩人  

三 祖国ゲルマニア  

四 形而上学的場所から形而上学の克服へ  

五 神の死と終末＝移行  

六 ギリシア人とドイツ人の固有なもの  ―ディオニュソス的なものとアポロ的なもの  

七 詩作‐思惟‐国家創造から思惟‐詩作へ  

八 思惟者は存在を言う、詩人は聖なるものを名指す  

 

第十二節 ニーチェ  

一 ナチズムは力への意志の形而上学の政治的な現象形態である  

二 神の死のニヒリズム  

三 「存在＝価値」のニヒリズム  ―意志の形而上学  

四 蛇の頭を噛み切る牧人から聖なる影のうちに住む牧人へ  

五 偉大な西洋の思惟者の最後の者  ―別の始元への移行  

六 西洋の最後の形而上学者  ―近代の完成の開始への移行  

七 主導的問いの形而上学へ閉じ込める  

八 プラトニズムの逆転  

九 ナチズムとの対決は力への意志の形而上学との対決である  

 

第四章 ナチズムの偉大さ  

 

第十三節 ナチズム革命  

一 革命は始まってさえいない  

二 革命は我々ドイツの現存在の完全な変革をもたらす  

三 総統のみがドイツの現実であり、その法則である  

四 政治的意志と力と知  

五 詩人と思惟者は重労働者ほど食物を必要としない  

六 国家は芸術作品ではない  

七 別の形而上学 ―真理と労働 

八 ナチズム革命の否定  

 

第十四節 この運動の内的真理と偉大さ  

一 括弧内の言葉は私の原稿のなかにありました？   

二 民族の歴史的偉大さ  

三 形而上学的民族  

四 始元を別の始元へ変容させる  
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五 歴史の場としてのポリス  

六 ポリスと政治的なものの切り離し  

七 ナチズムの歴史的唯一性  

 

第十五節 惑星的に規定された技術と近代的人間との出会い  

一 1938年 ―ナチズムからの離反  

二 機械的経済と超人  

三 技術を形而上学的に超克する  

四 ユンガーと力への意志の形而上学  

五 ナチズムを別の始元への移行の可能性として捉えた  

六 近代の完成が開始する＝惑星的に規定された技術と近代的人間との出会い  

七 「形而上学的に」（つまり存在史的に）思惟する  

八 ハイデガーとナチズム  ―自己批判 

 

 

 

Ryoichi HOSOKAWA 

Von „der geschichtlichen Größe des Volkes“  

zu „dem Volk der Dichter und Denker“ 
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ハイデガーをなぜ読むのか 

 

西谷 修（立教大学）  

 

 

遺稿の『黒ノート』刊行をきっかけに、ドイツやフランスでは再びハイデガー評価をめ

ぐって物議が醸された。1986 年にヴィクトル・ファリアスの『ハイデガーとナチズム』が

出版され、ハイデガーの影響が広範にみられたフランスの哲学メディア周辺で蜂の巣をつ

ついたような論議が巻き起こってからすでに 30 年が経つ。ナチ政権成立直後にフライブ

ルグ大学総長に就任し、勃興する体制への奉仕を学生に強く呼びかけたという経歴をもつ

この哲学者が、戦勝国フランスを介して「復権・受容」されて以来、この種の論議はこと

あるごとにぶり返されてきた。というのは、戦後のヨーロッパの公共的正義が、ナチズム

の否定のうえに成り立っており、その準則からすると、ハイデガーを受容し評価するとい

うことは、その正義に抵触することになるからだ。けれども、このやっかいな哲学者の影

響はあとを絶たず、そのためにハイデガー論議はほとんど周期的にぶり返される。ただ、

それを単なるメディアの習性と軽く見るよりも、その理由をこそ再確認して、忘れやすい

思想環境のオーバーホールや、新世代の育成にとってのちょうどよい訓練の機会と受け取

った方が有益なのかもしれない。  

 

補足させてもらえば、ハイデガーの専門家でもない筆者がこの問題に関わるのは、「哲

学と政治」との関係に対する関心などということとは別に理由がある。まず、筆者が研究

してきたフランス 20 世紀の作家・思想家たちが、世界戦争の時代にさまざまに極限的な

生を生き、思考と言語表現の限界に直面した人たちであり（バタイユ、ブランショ、レヴ

ィナスなど）、多くがハイデガーに触発され、あるいは少なくとも同時代人であることを

意識して思考を展開した人たちだったということ。それに、ナチの没落とともに排除され

たはずのハイデガーの「復活」に、フランスが大いに貢献したということにも表れている

とおり、戦後フランスの哲学界ではハイデガーの影響が広く浸透し、ハイデガー批判は実

はフランス哲学界の趨勢を揺るがすイシューでもあったからだ。  

 

戦後のフランスではサルトルの『実存主義はヒューマニズムである』（1946）によって

「実存哲学」が知られるようになるが、これに対してハイデガー自身がジャン・ボーフレ

を介して『ヒューマニズム書簡』で批判的に応答する。そしてボーフレやルネ・シャール

などレジスタンスの経歴をもつ学者・作家などが「本家」を持ち上げたため、「ナチ加担」

という汚点はいわば特赦でも受けたかのように、ハイデガーは「偉大な哲学者」として遇

される門戸が開かれた。ハイデガーの「深遠な思索」はナチズムの汚泥といっしょくたに

されるような下賤なものではなく、多少のとばっちりは無視して「崇高な声」の響きに耳

を傾けよ、というわけだ。そして実際、その後のフランス哲学界ではハイデガーは重きを
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なし、とりわけジャック・デリダやその影響下にある潮流にとって、ハイデガーは問題含

みとはいえきわめて重要な参照項となってきた。  

そこに降って湧いたのが 80 年代のファリアスの「暴露」だった。ファリアスはハイデ

ガーの思想の「反動性」ないしは「ナチ的」な源流を洗い出す一方で、ハイデガーが「終

生ナチであった」ことを事実的な証拠（党員証など）をもって示そうとした。そこには、

さまざまな情状酌量や言い訳で擁護され免罪されているハイデガーは、骨の髄からの「ナ

チ哲学者」だったのであり、そんなものをありがたがっていてよいのか、といった非難の

含みがある。要するに、ハイデガーが終戦までナチの党員証をもっており、晩年のシュピ

ーゲル誌のインタヴューでも、ナチ思想との関連を否定するどころか引き受けている、と

いった事実をもって、アカデミズムのなかで通用してきた「解釈による免罪」を失効させ

ようとした、と言うことができる。  

 そこには、ピノチェト政権下のチリから来たファリアスの、知識人の悪政加担への厳し

い思いが籠っていたと言えなくもない。そのファリアスの論難は、「移民労働者の汚い仕

事」（ドブ浚い！）とった侮蔑をフランスのアカデミズムのなかに誘わないでもなかった

が、それでもひとつの基本的なことを明らかにした。それは、ハイデガーが突撃隊の「褐

色のシャツ」（親衛隊 SS の黒シャツではなく）を着ていたのは事実であり、そのことが彼

の哲学に基づく姿勢であることを彼自身がいちども否認しておらず、解釈者たちがそのシ

ャツを着替えさせたり、洗濯して色を落とさせたりしても、その事実は変わらないという

ことである。問題は、それではハイデガーを知の公共的領域から排除すべきかどうか、と

いうことになる。フランスでも、ガス室の存在を否定することは公共的正義に反するもの

として断罪されることになっている。それは記憶と歴史を否認して被害者の尊厳を踏みに

じる行為になる。だが、ハイデガーは強制収容所については、存在を否認するのではなく、

敗戦によって東方から引き上げた何百万のドイツ人の受難を対置するだけだ。それは技術

論的に近代を解釈したかれの世界戦争理解に沿っている。そこに実現されていたのは破壊

の極にいたるまでの世界の産業的組織化（無根化）なのだ。ハイデガーはある意味では、

「ナチ的なもの」がいかにして、いかなる根拠をもってヨーロッパに出現しえたのか、そ

の思想的根拠を追究したものとみなすこともできる。だとしたら、ハイデガーが「ナチだ

った」からといってその思想を排除すると、逆にナチが何であったのかが真に問われるこ

とがなくなる。その一方で「戦後の公共的正義」なるもののあり方も反省の外に置かれる

ことになる。その結果、「ハイデガー追放」によって遂行されるのは、その両者に関するま

さしく「無思考」だということになるだろう。  

 要するに、この論争を通して導かれる結論は、ハイデガーは「ナチだったからダメ」と

か「ナチではないから大哲学者」、といったことではなく、「ナチだったからこそ問うに値

する」ということだ。  

 

30 年前のこの議論では主として、ハイデガーが「ナチだったかどうか」が問われていた

が、今回の『黒ノート』刊行によって再燃したのは「反ユダヤ主義」の問題である。その

意味ではまったくの反復だとも言えない。もちろんナチズムと反ユダヤ主義とは現実には
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切っても切り離せないが、別問題とみなせないわけではない。というのは、反ユダヤ主義

はキリスト教的ヨーロッパにとって宿痾のような傾向として以前からあり、ナチズムは 20

世紀にそれを取り込んでアーリア神話の裏打ちとしたものだったからだ。それにまた、ナ

チズムが打倒されても反ユダヤ主義は存続したし、そのアラブ・イスラーム世界への転移

がこの議論を錯綜させるといった事態もある。ナチズムがドイツ民族卓越の思想をもとに

ヨーロッパ（ひいては世界）支配を掲げて国家統合と拡張をめざす運動だったとすれば、

そこに反ユダヤ主義は必ずしも必要ではなく、この運動がユダヤ人排斥を伴ったのは、優

秀なはずの民族を苦境に陥れた元凶としてユダヤ人が名指し易かったからにすぎないと

考えることもできる。ただ、ヨーロッパでは国民的価値を掲げるとき、国を持たないユダ

ヤ人がまず「非国民」として排除の対象となるのは共通している。だが「高邁なナチ」（＝

ハイデガー）は、そのユダヤ人のあり方を「存在論的」に意味づけ、「存在忘却」や「故郷

喪失」の腹話術の中に徹底的に包み込んだ。哲学者はドイツ民族の歴史的使命を謳っても、

薄汚いドブでネズミを追ったりはしないというわけだ。  

 

この問題の二重性のため、30 年前の議論でも、ハイデガーはナチだったかもしれないが

反ユダヤ主義者ではなかった、といった議論もなされていた。たとえばラクー＝ラバルト

がそういう言い方でハイデガーを「ドブの論争」から救い出そうとしていたが、それでも、

ハイデガーが戦後もアウシュヴィッツについて謝罪や遺憾の意を表明しなかったことだ

けは理解できず、それだけは許せない、と義憤を演じてみることしかできなかった。 

ところが『黒ノート』という、死後とはいえ発表されることも意識して書き残されたこ

のノートには、ハイデガーを尊敬すべき哲学者として擁護したい人たちにとっては読みづ

らいだろう露骨な反ユダヤ主義的言辞が含まれている。もちろん、テクストがあるだけだ

から、これもまた「解釈」によってどんな弁護もしようとすればできないことはない。け

れども、もはやそれを論じ合うことで得られるものは少ない。  

 この種の議論を周期的にくすぶらせてきたのは、ナチズムの勃興とドイツの破滅という

「カタストロフ」があって、ハイデガーがそれにどれだけ汚染されていたのか、哲学者に

残留放射能はどの程度まで許容されるのか、といった問いの立て方である。年間 1 ミリシ

ーベルトまでなら大丈夫なのか、あるいは、尊敬して受けとめれば（笑っていれば）年間

100 ミリシーベルトぐらいは害がないのか。いや、むしろハイデガーそのものが半減期の

長い放射性物質なのではないのか。だとしたら、密閉隔離すべきなのか。哲学のための「オ

ンカル」は建造可能か…。  

 いずれにしても、ハイデガーは汚染されているのか？ だとしたら「健全」であるべき

公共空間に放置すべきではない云々、といった構えがこの種の論争にはある。それが、そ

れぞれの論者のアカデミズムのなかでの身の置き方に絡んで、親ハイデガー派と反ハイデ

ガー派との対立を引き起こしている。  

  

 だが、「ナチ加担」にせよ「反ユダヤ主義」にせよ、ハイデガーを公共的正義の名におい

て断罪し排除することと、ハイデガーの提起した哲学的課題やその思考の道筋を再検討す
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ることとは区別しなければならない。それはハイデガーを免罪することではなく、かれを

断罪することで翻って自らの正当性を暗黙の裡に肯定しようとする傾向も含めて、西洋的

思考の抱えてきた問題そのものに目を瞑ることになるからだ。「ハイデガー問題」には実

は、近代の西洋的思考そのものの孕む問題が含まれており、ハイデガーを排除することは、

その問題を問わずにすませることにもなる。別の言い方をすれば、この問題はヨーロッパ

の外から見たときにより的確に評定することもできるのかもしれない。  

 1920 年代のハイデガーの講義は聴衆に強烈なインパクトを与えたようだった。かれの哲

学は、当時の人びとを強く刺激し惹きつける明らかに新しい思考の道筋を開いていたのだ。

それまでの哲学ではメイン・テーマとなりえなかった情動、とりわけ不安を、第一次大戦

後の世界で根本的テーマとして取り出し、それに現象学的にアプローチする。そして近代

哲学がそこに目を背けることから出発した「死」を存在論の決定的契機として組み込む。

「死に向かう存在」という命題は、世界戦争で現出した大量の死を背景に、産業的組織化

の世界のなかで、「メメント・モリ」を徹底的な死の凡庸化のうちに復活させるかのよう

な「覚醒」を学生たちに経験させた。そしてそこから西洋形而上学の全歴史を読み替える

というのだから、その試みが画期的だと映ったことに違いはない。誰もそれまでそんな考

え方はしなかったのだ。  

 主体や精神は出発点たりえない。自己完結した主体はなく、存在がそこでみずからを問

うダーザインというあり方から思考は出発するしかない。そのダーザインの「目覚め」へ

の入り口としてハイデガーは一般的気分としての「不安」に着目し、その「不安」が「対

象のない意識」あるいは「無に向き合う意識」として「死」に直面するとする。そしてそ

の「死」がトランポリンのように働いて現存在を「本来性」へと目覚めさせる。たしかに

その理路は、産業化した近代の「数と凡庸」の支配に埋もれる人間のあり方を、主体の哲

学の底板を踏み抜きながら描き出しただけでなく、その変容の意味と可能性とを示してい

たのだ。 

 とりわけハイデガーは、現存在が基本的に単独で在るのではなく、つねに「共」という

あり方をとることを明らかにする。ところがハイデガーは、現存在の日常的様態を「頽落」

と規定し、そこから「本来性」へと向かわせるベクトルを埋め込んで、洗い出した現存在

の「共」を歴史的形成物としての「民族」へと収斂させてしまうのだ。そのとき、「本来的

共存在」が「民族」と同一視されることについては、何の解明もなく唐突に語られる。そ

れによってかれの哲学は、近代文明のもたらした「数の支配と存在の凡庸化」の時代に、

「死の固有性」に直面することで「存在の本来性」に目覚めた現存在が、「民族」の共同性

のうちでおのれの「無」を決定的な充溢へと転換させる―それだけが「存在の生起」の

ありようであり「経験」である―といった、ウルトラ・ナショナリズムのイデオロギー

に堕してしまう。ありていに言えば、わたし一個の生死には何の意味もないが、それが民

族の共同性に掬い取られるかぎりで「無」は具体的な充実へと転化する、それが現存在の

目覚めだということになる。たしかに、それは「民族の命運」を先導する哲学となり、ド

イツ民族という共同体の「自爆」と歩調を合わせてしまった。けれども、歩調が合ってし

まったということは、逆にいえば、彼の思考がいかに時代の課題（とりわけヨーロッパに
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おけるドイツのあり方）と同調していたかということである。それに、「ナチズムは武力

によって倒されたが、思想的に破壊されたわけではない」（ピエール・ルジャンドル）。あ

えていえば、ドイツにナチを現出させた論理、そしてナチズムが用いた論理は戦勝国にも

浸透し、「勝利」に寿がれて繁栄しさえしているのだ（たとえば、遺伝子科学に極まる生物

学還元主義、マネージメントとして興隆する人間の集団的管理等々）。  

  

 たしかに、ハイデガーはナチズムに巻き込まれてしまったし、キリスト教的西洋の宿痾

たる反ユダヤ主義に染まってはいたが、ときにその反ユダヤ主義に重なるとも見える彼の

「近代性」に対する存在史的考察は、西洋近代とその展開を存在構造的に深く掘り下げよ

うとする、類例のない力業だったと見ることもできる。その要所のひとつが「共‐存在」

の思想だが、もうひとつの軸は「技術への問い」だろう。技術がたんなる人間にとっての

「道具」なのではなく、存在の展開そのものの要素であり、技術は人間の運命を巻き込ん

でいるのだと見ること、これも技術と人間との関係がすでに「道具」的観点からは把握で

きなくなった時代に、ハイデガーの存在論的視点がもたらした欠かせない寄与だと言える

だろう。ただ、そのためにハイデガーは、ドイツと戦勝国アメリカとの複雑な関係を背景

に、サイバネティクスに相反的に魅了されることになるが、人間にとって技術とは何なの

か、あるいは人間と技術とはどのような関係にあるのかを考えることは、技術が人間と世

界とのあり方を根本的に変えてゆくときに必須の観点であり、たとえば自己組織化の理論

的展開を経てフランスのベルナール・シュティグレールらによって展開されている新たな

技術論への道（それに対しては大きな留保がつくとしても）を、ハイデガーは確実に開い

たのだと言える。  

 「共‐存在」の思想の展開についてふれるなら、1970 年代に共産主義の凋落が露わにな

る一方で、思想の宗教への回帰が見られたころ、ジャン＝リュック・ナンシーが『無為の

共同体』で「共」のありかを主体形成以前ないしは主体形成の機制として浮かび上がらせ、

それが「共同体」を語ることを反近代的として抑圧してきた戦後思想の限界を破って、個

と共同性とのあり方を捉える考え方を一新した。それは主として 20 世紀の思考の経験を

問い直すことから導かれた観点だったが、ほぼ 10 年後にはジョルジョ・アガンベンが『到

来する共同体』などの著作で、さらに「共」のあり方を、「個」の磨かれる近世以前の思考

にまで遡って洗い出し、それを「特異性」の在りように関連させ、現代的な「政治」の可

能性に結び付けて論じるようになった。ここでは踏み込んで論じる余裕がないが、グロー

バル化する世界で存在がどのようなあり方にさらされるのかを意義深く論じるこれらの

仕事は、ハイデガーの「共‐存在」論を出発点にしている。  

 

 ハイデガーが強靭な思考によって 20 世紀を画する哲学を展開したということと、彼が

ナチズムの具現した出来事にある「真理」を見出し、それに一時は同伴したということ、

また通俗的な反ユダヤ主義の傾向をももっていたということとは、必ずしも相反すること

ではない。ナチズムは、自由主義的展開でヘゲモニーをとった西洋先進国に対して、ヨー

ロッパの後進国が対抗原理として生み出した体制だったと言えなくもないし、反ユダヤ主
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義はいずれにせよドイツだけの問題ではなく、今では中東に転移されて世界を歪めている

キリスト教普遍主義的ヨーロッパの根深い問題なのである。そしてまた、きわめて重要な

哲学者であることと、特殊な性向をもつこととも相反することではない。ドイツ語がいち

ばんギリシアに近く、フランス人も哲学するときにはドイツ語で考えることになる、とか、

ドナウ川で結ばれているからトートナウベルクにはギリシアの精髄が宿る、といったよう

な思い込みは、「聞く耳をもつ者だけが理解する」と言われて、懸命に「師」の言葉に聴き

従おうとする信奉者の間でこそ宣託のような意味をもつとしても、たとえば 19 世紀以後

に作られたギリシア起源幻想などとは縁のない、しかしそれでも哲学に現代世界を作り出

すのに貢献した原理的識知を見出して研究しようとする、そしてその遺産を批判的に活用

しようとするアジアの研究者にとっては、与太話以上のものではない。われわれにとって

は、むしろそうした哲学者の「フィル・ヘレニズム」の最近（19 世紀）の捏造を洗い出し

た『ブラック・アテナ』（マーティン・バナール）に目を開かれる思いをするのだから。  

  

 要するに、ハイデガーはその「ナチ関与」や「反ユダヤ主義」傾向も含めて、近代ヨー

ロッパを、あるいは「西洋（オクシデント）」の形成や成立ちを知るためにきわめて重要な

素材の宝庫なのである。そして周期的に繰り返される「ハイデガー論争」については、ハ

イデガーに関して何ごとかが解明されるというより、哲学知の正統性や、あるいはアカデ

ミズムの「公共性」をめぐって、どんな葛藤や抑圧や排除の構造があるのかを炙り出すと

いう以上の意味はもはやないと言ってよいのではないだろうか。  

  

［付記］ 

 諸般余裕がないまま本稿は講演のための「ノート」として公表させていただくが、以

前のハイデガーをめぐる論争に関しては拙著『不死のワンダーランド』（増補版、青土

社、2002 年）所収の「ハイデガーの褐色のシャツ」と「数と凡庸への諾と否」を参照い

ただければ幸いである。また、「共‐存在」論の展開については、1928 年のカール・レ

ーヴィットの『共同存在の現象学』をも視野に入れて、近々再検討したいと考えている。 
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ハイデガー・フォーラム十周年記念スピーチ  

存在論の私有化［Eine Aneignung der Ontologie］ 

 

李
イー

 洙
ス

正
ジョン

（ 昌
チャン

原
ウォン

大学） 

 

 

「夫 天地者 萬物之逆旅 , 光陰者 百代之過客。fú tiāndì zhě wànwù zhī nìlǚ, guāngyīn zhě 

bǎidài zhī guòkè.」（夫、天地なる者は万物の逆旅にして光陰なる者は百代の過客なり。）

［凡そ、天地というものは、万物の泊まっていく旅宿のようなものであり、歳月というも

のは、永遠を旅する旅人のようなものである。］かく李白は詠った。暫く彼に憑依 1！ 

 

広大無辺の「宇宙空間」を一度本気で、真正面から、考えてみるならば、見当もつかな

いようなあの大きさ乃至広さの前で我々はただ黙って口を閉じるしかない。我々は一生の

間、いな、幾つかの生を繰り返すとしても、その空間の億兆分の一さえも踏んでみること

ができないのであり、その全体の中の塵ほどの大きさにもなれぬこの地球の上で、またそ

の塵の塵ほどの大きさにもなれぬ何十坪、或いは多くて何百坪の面積を自分のものとして

持ちうるだけなのである。   

無始無終のあの「歳月、光陰」も一度まともに考えてみよう。すると、あの気の遠くな

るような長さの前で我々は同じく言語を逸するしかない。いわゆるビッグ・バンからの13

7億年、いわゆる地球生成からの46億年というものを事実として認めるとしても、それもま

た、いわゆる劫の単位から考えてみるならば、ただの瞬間に過ぎないものである。我々は

その瞬間の中の瞬間である約80余年、長くて100年の時間を自分のものとして享受しうるだ

けなのである。  

だから「浮生若夢」か。然り！ それに間違いない。しかし！ もう一つそれと同時に

確かなのは、その何十坪、その何十年の空間と時間が我々自身である人間たちにとっては、

「生の世界」として、そして「生涯」として、「意味」という何かを明らかに構成してい

る、ということである。たとえ「浮世」、「夢」の如きものだとしても、いったい誰がそ

の何十坪とその何十年とを軽く投げ出すことが出来ようや。まさにその大したものでもな

いものを、あらゆる大したものの中の最も大したものとして掴み取り、あくせくと生を押

し進めていくこと、それこそが我々人間の否定することの出来ない実像ではなかったのか。

誰とて、これを簡単に無視することは出来ない。「自分のもの」としての時空間はまさに

そういうものである。事象そのものの巨大さと自分のものの貧弱さ。それでも尚有効な「自

                                            
1 「その人に成り済ましてみること」。これは、哲学的真理を理解し、わがものにするために要求される、

有効な解釈学的方法論の一つである。ガダマーの所謂「地平融合」もこの「憑依」において最も忠実な形

で可能となる。事象そのものの同一性と、認識構造の同一性［もしくは理性の普遍性］がその基盤となる。 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=uvABjflV3ihLvpmBloeTzikva05PeVK_T2pcRdzwcCVhIcXYAUsuP..YH_xGVylaSIwt872q8Ospnmgy5PCqHCRGQLYnAxGWY4GK6cqwFtRmNvAkMeW8w_oMQtRPHoQLUZhLXib_qbJgPy_KEYZSahlKgwAYqd.Hx1IGeGleroKhBrswNc.eukUCbV49ES9C7eNtM2kyZo31OURyEf6vS8rQTf4GPqCzStINjuVZuzSxQOy8aWHTua4YJDg-/_ylt=A2RA1iRWM.5VGRcAMH.DTwx.;_ylu=X3oDMTBta2xuN2pnBHBvcwM1BHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=12fik0el7/EXP=1441774870/**http%3A/blog.livedoor.jp/sword_bridge/archives/44209345.html
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分のもの2」。「学問」というものもまた然り！ 

 

「自分のもの」ということ、その自分のものということが持つ小さな「意味」というこ

と、それにしばらく考えを巡らしてみたいと思う。  

私は1974年から2015年現在まで、約40年の歳月、マルティン・ハイデガーと彼の哲学を

私の人生の一部分に置いて生きてきた。考えてみれば、そのお陰で博士となり、大学教授

となったのであり、またそのお陰で飯も食っており、しかも皆さんのような素晴らしい同

学、仲間と出会い、かくも美しき友情さえも交わしているのだから、実に、誠に、有難い

ことであると言わないわけにはいかない。40年前、私が初めて接したハイデガーの思惟の

世界は、本当に大きくて高い山だったのであり、広くて深い海だったのであり、彼自身も

言ったとおり、数多くの小路をもった森だったのであり、そして遥かなる道程、でもあっ

たのである。そのすべてがまた、すくなくとも私には、彼の魅力そのものでもあった。そ

れはまるごと、私の大好きな所謂「作品」の世界に他ならなかった。「哲学」という名の

一つの作品！  

ところで、なんだかんだ言われるすべての各論を括弧づけて、私に最も印象的に迫った

のは、彼の思惟ないし哲学が総じてだだ一つのことに収斂されるということ、つまり「一

つの星に向かっていくこと、ただそれのみ」（Auf einen Stern zu gehen, nur dieses）、だ

ということであり、それがすなわち「存在」というこの謎中の謎を指している、というこ

とであった。広げると100巻、畳むと1字！ ただひたすらこれを徹底的に考え抜くこと。

こういうものこそ哲学［Die Philosophie］ではないか！ そう私は受け止めたのである。   

その大変な量と質の思惟を集約するたった一つの文字、「存在」（Sein）！ それは一体

何を言うのであろうか。一体何を指すのであろうか。40年前の私には、それは一つの霧で

あった。いな、霧の中ですっとかすめる朧な影のようなものであった。では今は？ 敢え

て言わせていただくが、その霧はいつの間にか消え去り、私はその存在の輝く姿をはっき

りと、ありありと目にしている。   

私は、私の見ている「この存在」がハイデガーの見ていた「あの存在」と違うものでは

ない、と確信する。万が一、彼のそれと私のこれとが違うものであれば、彼の語った存在

の「同一性」、ダス・ゼルベ（das Selbe）ということ、そして存在の「恒常性」（das Blei

bende）ということは、撤回されねばならないであろう。存在というこの問題的事象（frag

würdige Sache）は、己を顕示する「現象」として、露ならしめられた「真理」として、開

示する「アレーテイア」として、何時も何処でも「同一なるもの」として、確固としてそ

こに、一定の唯一なる場所に留まっている。ダイヤモンドよりももっと堅く！ 変わるこ

となく！ 正にそうであるからこそ、パルメニデスを初めとするあのフォアゾクラティカ

ーたちの見ていたあの存在が、ハイデガーにも同じ姿で見えることが出来たのであり、ま

                                            
2 「自分のものにすること」「我が物にすること」を私はここで敢えて「私有化」と概念化するのだが、こ

れには勿論、如何なる否定的な意味合いも含まれていない。私がこの概念で意味したいのは、ただ、学問

における所有権、権利と責任を伴う自己流の思惟、これである。「楽しき学問」のためにも、「現象学的接

近」のためにも、こうした私有化は是非とも必要である、と私は考えている。 
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た同じ姿で渡邊二郎にも、そしてイー・スジョンにも見えることができたのである。存在

というこの現象が持つ主題としての力は、まさにその点に、つまり時間的‐空間的普遍性、

変わらない不変性、唯一絶対性、そして何よりもそれ自体としての問題性、に、あると言

わねばならない。特に古今東西、時間と空間を超越した絶対的普遍性は、存在という現象

が纏った神秘の衣である。存在は「同一なものとして同一な所に留まる」（ tauton t’en tau

toi te menon kath’heauto te keitai choutos empedon authi menei.）といったパルメニデスの

あの言葉も正にその点を証言するものにほかならなかった。   

青年パルメニデスが女神の口を借りて「ある、ということ」（hopos estin）を語った時、

彼は、今私の見ている正に「この」存在を見ていたのである。ライプニッツやヤスパース

やハイデガーが、「いったい何故存在者があり、かえって無ではないのか」（Warum ist ü

berhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?）と、驚嘆した時、彼らもやはり私の見ている

正に「この」存在を見ていたのである。紀元前5世紀のエレアのパルメニデスと20世紀前半

のフライブルクのハイデガーと20世紀後半ないし21世紀前半のソウルのイー・スジョンと

が、その人種的‐言語的‐地理的差異にも拘わらず共有しているこの同一の現象としての

存在！ 私はこの絶対的現象の言葉を絶する凄さの前で、ただただ驚愕するのみであった。

アリストテレスが彼の『形而上学』において何故「驚異」（thaumazein）ということを口に

したのか、それを了解するのは決して難しいことではなかった。私が自ら感じたその驚異

が二千数百年前の彼らが感じたあれと質的に異ならない、ということを私は自信を持って

言うことが出来る。こうした発言が決して自惚れや傲慢不遜や生意気に受け止められんこ

とを私は慎みつつも期待している 3。  

それを前提に私は、私が見た存在の姿を私の言語で私の同学たちに、ちょっとだけ、語

らせてもらいたいと思う。（どうかこの発表の一つの目的でもある「Mitdenken」が叶いま

すように！） 

 

ただし、「存在」というこの語は、相当広い表現の振幅を必要とする。ハイデガーもア

リストテレスも既に言っているように、存在というものは、それ自体としてあまりにもそ

の該当範囲が広いので、つまり考えられうる‐語られうるありとあらゆるものが存在であ

るので、その言語的意味もまた当然多様であるしかない。その点を前もってはっきりし、

ご了解を得ておく必要があると私は思う。一見違うもの、或いは違うように見えるもの、

をすべて「存在」という語で称しても迷わされないように、紛れないようにしよう、とい

うことである。当初、初めて「存在」を口にしたパルメニデスが「estin」または「eon」と

                                            
3 私はその間に、韓国・日本・ドイツ・アメリカで発表してきた論文・著作・新聞コラム、そして講義や講

演などにおいて、ハイデガーが論じた諸々の諸概念を、たとえば「存在・時間・現象学・解釈学・解体・

基礎存在論・現存在・転向・ハイデガー存在論の形成過程・ハイデガー哲学の構造と性格・思惟・詩作‐

詩人・形而上学・放下・還帰・無・二重態・配定・真理‐非隠匿性‐アレーテイア・ロゴス・フュシス・

クレオーン・事象・運命‐‘エス・ギープト’・歴史‐存在史・根拠・事物・世界‐四方・言語・単純なるも

の‐近きもの‐同一なるもの‐古きもの‐恒常なるもの‐偉大なるもの・技術・神・発現（エルアイクニ

ス）…等々」を主題として取り扱って来た。だから、ハイデガーについて、そして「存在」について、何

かを語る最小限の資格は具えたのではないだろうかと、やはり憚りながらも期待している。 
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呼んだのは、「ある」ところの、そして「である」ところの、すべての「もの」、そして

すべての「こと」を含む、すべてを包括する、そのようなものであった。（ただし、理解

‐説明‐伝達の便宜を図るため、幾つかの「存在範疇」（Seinskategorie）ないし「存在領域」

（Seinsbereich）を設けるのは悪くないと思われる 4。） 

 

１）［世界の存在］：そのすべての「もの」、「こと」、すべての「存在」、その中で

もまず何より私の哲学的意識を掌握したのは、「この世界」、「この世」という存在であ

った。この世界とは、ほかならぬ存在の世界、すなわち存在界であった。この存在の世界、

存在という世界がかく開かれているということ、現に与えられているということ、存在し

ているということ！ でんと構えているということ！ この驚くべき事実！ 摩訶不思議

な現象！ これのためには、人間の感嘆符など百だって千だって決して足りるものではな

い。孔子も仏陀もソクラテスもイエスも一時存在として留まった正にこの世界！ この唯

一で絶対的な世界！ 「無」であることもありえたが、現にそうではなく、かく存在して

いるこの神秘の「世界」！ これがある、ということ！  

２）［時間・空間の存在］：そしてこの世界を縦横に構成している根本的‐基底的存在

条件としての「空間と時間」というもの！ その眩むような広さと長さ！ 李白も正にそ

れを見ていたのであり、デモクリトスもアウグスティヌスもカント 5もパスカルも、正にそ

れを見てあのように驚愕していたのである。それは実に驚くべき実質的存在 6であった。肉

眼には見えねども心眼にははっきりと見える実態！ 我々の先輩哲学者たちが観念や感性

もしくは意識の中での空間や時間を語っているからといって、それらがただ人間の中だけ

に、人間の考えの中だけに存在するものだと、そう思うアホはいないはずである。パルメ

ニデスは既に2500年も前の大昔に「to gar auto noein estin te kai einai」という言葉で、人

間の思惟が源泉的に存在と繋がっている、関わっている、絡んでいる、ということを我々

に知らせてくれた 7。バークリー 8もそしてブレンターノもフッサールもそれを知らせてい

る。我々の思考‐観念‐意識は必ずその相関者である存在そのもの「についての」ものな

のである。空間も時間もそのようにそれ自体として延長されており、持続されている。か

くも広くそして長く！ 我々は誰とてその空間と時間という存在の始まりと終わりとを決

して知ることはできない。如何なる神話も科学もそれについて我々の理性を納得させるこ

とは不可能である。永遠に。無知や蛮勇と妥協しない限りは。  

３）［存在者の存在］：まさにその空間と時間、すなわち宇宙の中に、数え切れないほ

どの多くて多様な存在者たちが、事物たちが、物質ないし物体として存在している。まず

                                            
4 勿論これは、任意のものではなく、現象そのものの「質的差異」によるものである。 
5  „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und 

anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in 
mir.“ ―Kant, Kritik der praktischen Vernunft 

6 だから、これは当然、「幾何学的空間」や「物理学的時間」とは厳密に区別される。因みに、この「区別」

というのも、哲学的混乱を避けるために大変有効な方法論の一つとして私が好むものである。 
7 これを思惟と存在の「根源的相関性」、または「思惟の志向性」と呼んでも良い。 
8 Esse est percipi. 知覚だけを唯一の存在として認める、という意味ではなく、「両者の相関性」の指摘とし

て、私はこの命題を解釈する。 
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所謂代表的存在者として、気が遠くなる程の多くの星々が、銀河たちが、存在しており、

それらの中に我々の知っているこの銀河系というもの、太陽系というものが、そしてその

中に水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星…といった星たちが、

かくのごとく存在している。そしてその中に一つの小さな星、われらのこの地球があり、

そこに我々の知っているこのありとあらゆる具体的事物たち、存在者たち、すなわち所謂

万有、森羅万象が、かくのごとく存在しているのである。地・水・火・風 9をはじめ、諸々

の鉱物や植物そして動物たち…。思いをめぐらせば、そのどれ一つ神秘でないものはない

のではないか！ 万が一これらがこのように存在しないのならば…。「もし（で）なけれ

ば…。」私の好む方法論である所謂「欠如仮定10」をこれらに適用してみれば11、誰とてこ

れらの存在の神秘を即座に承認せざるをえなくなるはずである。ああ、この大変な大事件！

 あるものがある、ということ！ これほど多くのものがこれほどにも多様にある、とい

うこと！ 我々が時に「自然」とも呼んでいるこの驚くべき大事件！   

４）［存在秩序の存在］：それだけか。いな。これら一つ一つがまた如何に巧妙な存在

秩序の中で、定めに沿って、理どおり、ヌースやロゴスに従って、あるいは法則に準じて、

動いているかを考えてみよ。太陽というやつはなんと46億年もの間、定まった一箇所に居

座って燃え続けながらも減りもせず、光と熱を放出しており、地球というやつは、驚くべ

きことに、その太陽から実に神妙な距離を離れていて、その熱と光とを受け、その表面の

ありとあらゆる生命たちを育んでいるではないか！ しかも地球はその丸い表面のすべて

のものを、軽重硬軟問わずその中心へと抱き込んでおり、またそれは、そのものすごい重

さが信じられないくらい規則正しく己を動かし自転と公転をすることで、朝が来、夕が来

る。そのようにして昼夜が巡り、春夏秋冬も循環するのである。まさに「そのようになっ

ている」ということ、「そうなるようにせしめられている」ということ、「そうであり続

けている」ということ。これもまた、地球の存在、それにほかならないわけである。まさ

にその玄妙さ故に孔子は「天何言哉  四時行焉  百物生焉  天何言哉  tiānhéyánzāi 

sìshíxíngyān bǎiwùshēngyān tiānhéyánzāi」（天、何をか言わんや。四時行われ、百物生ず。

天、何をか言わんや）とまで、つまり、四季の運行と万物の生育を天の声なき言語として、

解釈したのである。   

５）［人間の存在］：そして、その地球の上の百物ないし万物の一つとして、我々自身

である人間もまたかく存在しているではないか。こんなにも永く、そしてこんなにも多く！

 なんと70億もの人間が！ ああ、この何たる奇しの現象か。この驚くべき「人間」とい

うものが、この驚くべき世界の中で、こんな驚くべき構造と秩序12の中で、このように存在

                                            
9 周知の通り、これらはあの最初期の哲学者たちの関心の的であった。 
10 近さ、多さ、慣れ親しさ故に「当たり前」とされ、その価値が埋もれてしまった、或いは覆い隠されてし

まった事柄を改めて浮き彫りにし、再認識させるために、これは、非常に有効な哲学的方法論の一つとな

る。所謂「数的表示」「数化」と共に、私はこれを哲学する同学の方々に強くお勧めしたい。 
11 例えば、サハラ砂漠で水の欠如を、太平洋のど真ん中で地の欠如を、南極で火の欠如を、エベレストの頂

上で空気の欠如を仮定してみると、その効果は確実なものとなるはずである。 
12 これについての具体的展開の一つが、あのハイデガーの所謂「基礎的存在論」、「現存在分析」に

ほかならなった。  
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していることは！  

ハイデガーも力説したように、人間の存在は人間にとってあまりにも「近きもの」（das 

Nahe）であるゆえ、普段は我々の眼に留まり難い。「日常性」における所謂「ダス・マン」

の「頽落」もそれへの視線を遮ってしまう。しかし、我々がそれを見ようが見まいが、我々

人間の頭の天辺から足の先まで神秘でないものは何一つないのである。最新の最高度の科

学技術でも決して真似ることの出来ない程の緻密な人体組織、そしてそれらの絶妙な諸機

能、それらもすべて人間の存在である。その存在のお陰で、我々は見たり、聞いたり、食

べたりもする。寝たり起きたりもする。覚えたり忘れたりもする。そうなるようになって

いる！ それだけでもない。実に妙なことに、人間には男と女、二種類があって、互いに

向き合って相手を求め合うようにならしめられている。それを我々は「愛」とも呼ぶ。そ

れはやがて肉体的結合、そして生殖へと繋がる。そのようにして新しい人間がこの存在界

に参加してくる。生まれたその新しい人間もまた女か男、そのどちらかになる。彼らもま

た人間として、生き、老い、病み、そして死ぬ。その過程で彼らは、喜んだり、怒ったり、

愛したり、楽しんだりもする。憎んだり戦ったりもする。勝ったり負けたりもする。欲し

たり諦めたりもする、成功したり失敗したりもする、働いたり遊んだりもする。建設した

り居住したり思惟したりもする。また、講演をしたり聞いたりもする。論文を書いたり読

んだりもする。生老病死、喜怒哀楽、衣食住。避けられない定めである。そうするように、

そうなるように、なっている！ そうなっているということ、それもまた、人間の存在に

違いあるまい。「世界内存在」とか、「気遣い」とか、「死への存在」とか、「先駆的決

意」とかいったハイデガーの諸概念も実はその中の一部を見せてくれるものにほかならな

かった。   

６）［自然の存在］：さて、動物たちや植物たちは如何なものか。蚕（カイコ）は桑の

葉の上を這うようになっており、蜂と蝶は、花を求めて飛ぶようになっており、さんまと

さばは、海で水をかき分けるようになっている。（カイコと桑、蝶と花、さんまと水と言

った根源的結合ないし相互性／相関性はこれまた、神秘的存在と言わねばならない。よろ

よろ飛びながらもちゃんと花に安着する蝶の飛行を考えてみよ！）また、タンポポは、短

い茎に黄色い花を咲かせ、また白い種を風に飛ばすようになっており、林檎は、赤くて甘

い実を結ぶようになっている。水は上から下へと流れるが、0度になったら凍りつき、100

度になったら沸き上がる。水は火を消し、火は木を燃やし、油は水に浮かぶ。そうなるよ

うになっている。ああ、これもまた神秘の存在！   

ありとあらゆるものがかくの如し！ 驚異の存在はそのように、あらゆる存在者の「あ

ること」と「そうであること」の中に宿っている。そのようにして春が来、花が咲き、蝶

が飛ぶ。雨が降り、雪が降る。楓は紅葉し、落ち葉が落ちる。…そのすべての現象の中に

偉大なる存在が宿っている。息づいている。   

 

このような話をまともに展開するためには、私だって100巻くらいの全集が必要かも知れ
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ない。数年前に出した『本然の現象学』13もその一環であった。勿論それはあまりにも素朴

なものである。しかし、量が必ずしも質を反映するものではない 14。一つの単語が万物万事

を凝縮することもある。「存在」こそはまさにそのようなものなのである。「存在」！ 

まさにそれを、既にあの昔パルメニデスも語ってくれたのであり、ハイデガーも語ってく

れたのである。「ある、ということ、無ではない、ということ」、「かくかくしかじかで

ある、ということ、ああではなくこうである、ということ」、ああ、このなんとすごい発

言なのか！ 彼らはまさに「これ」を見ていたのである。その存在が、今も、現に、我々

のすぐそばに、そこここに、いな、我々の中にも外にも、上にも下にも、前にも後ろにも、

右にも左にも、存在しているのである。毫も変わることなく、まさしくここに！ 我々の

この世界に。  

だからこそ、ただそのために、あらゆる存在論の原点に立ち返って、私は言いたいので

ある。我が物にするために、あえて自分の言語で。「ある！ そして、かくのごとくある！

 こうなるようになっている！ ほら、このように！ このすべてが！」   

 

 

Sujeong Lee 

Eine Aneignung der Ontologie 

                                            
13

 李洙正『本然の現象学』ソウル、センガゲナム出版社、2011 年。 
14 B4 一枚に収まるパルメニデスの存在論が、全集 100 巻に展開されたハイデガーの存在論より劣るとは言

えないはずである。短い「般若心経」に仏陀の厖大な教えが凝縮されていることも、似たような場合であ

る。「フォアゾクラティカーの断片集」、孔子の教えを収めた「論語」、イエスの教えを収めた「新約聖書」

も量が必ずしも質の条件ではないことを証明している。 
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私が私であること 
―ハイデガーとレヴィナス― 

 

高井 寛（東京大学）  

 

 

０：はじめに 

 

私が私であるとは、どのようなことだろうか。この問いは、『存在と時間』におけるハイ

デガーの問いである。彼はそこで、私たち自身がめいめいそれである存在者（現存在）を

分析の対象に据え、それぞれが「私」としてあることの意味を問うているからである。  

 他方でこの問いは、『全体性と無限』におけるレヴィナスの問いでもある。その書は「無

限」や「超越（者）」といった語彙で「他者」を特徴づけつつ、そうした他者との関係にあ

ってなお「私」が「私」であることの意味を問うているからである。  

 本稿がこれから試みるのは、しばしば短絡的な対立構図によって整理されがちなこの二

人の議論を、「私が私としてある」という同一の問題圏に位置づけ、そこにおいてハイデ

ガーと対比可能な範囲で、レヴィナスの議論の独自性を明らかにすることである。  

けれども、「私が私であること」への問いは、それ自身では曖昧である。そのため本稿は

これを、「私が私自身をどのような存在者と見做しているか」という自己理解への問いに

置き換え、その問いを携えて二人のテクストに向かうことにしたい。自分がどういった存

在者であるのかを理解しない者が「私」の概念を所有しているとは考えにくく、それを所

有しない者については「私が私としてあること」の成立は認めがたいと思われるからであ

る。 

ただし、これから見るように、両者の試みは「私」概念が適切に使用されるための必要

十分条件を探ることではない。ハイデガーが「本来的な（＝私固有の）在り方」を「非‐

日常」的な在り方として「日常的な在り方」から区別したように、両者は「私が私である

こと」を多様な水準で思考しようと試みている。本稿にはそれゆえ、多様に提示される「私」

の成り立ちを、そのそれぞれについて解明することが求められる。  

本稿は二つの部分からなる。前半では、最終的にレヴィナスの独自性を評価するための

準備作業として『存在と時間』を検討する。後半では、その成果を踏まえ『全体性と無限』

を読み解く。後半では、「私が私であること」に関してレヴィナスがハイデガーを批判し

た点（2-1）と踏襲した点（2-2）を見定め、さらにレヴィナスが「私固有の／本来的な」在

り方として独自に構想していたものを取り出す（2-3）。ただし本稿は、レヴィナスがハイ

デガーをどう読んだかという問題とは独立に、『存在と時間』を繙く際も可能な限りそれ

を公平に評価することを目指す（1-1、1-2）。  
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１：『存在と時間』  

  

まずは『存在と時間』を参照する。  

ハイデガーは、自らの実存論的分析論を開始するにあたり、私たちを「認識する」存在

者として規定することを拒む（SZ,§13）。曰く、「認識」は「使うこと」や「獲得すること」

の「欠損態」に過ぎない（SZ,61）。けれども、プラウスの指摘を待つまでもなく、ハンマ

ーを使うにはハンマーを認知する必要がある（Prauss 1977）1。ここでのハイデガーの眼目

はむしろ、意識という「内部」から世界という「外部」への超越という問題構図、そして

特権的な仕方で知り得る
．．．．．．．．．．．

「内部」の存在を廃棄することである。これらは、「心的な自己」

あるいは「内的自己意識」を要請する点で、ハイデガーの否むところとなる。曰く、「現存

在はすでに外にある」（SZ,62）。私たちがふつう得ている自己理解に「内的な自己」への内

省的理解は含まれていない。それは初めから、世界の存在者の許で行為する
．．．．．．．．．．．．．

「私」につい

ての理解であるはずなのである。  

 『存在と時間』は、このように「前存在論的」に獲得されている「自己理解」の内実を

概念的に展開することを通じて、「私が私であること」の意味を解き明かしている2。「本来

的な在り方／非本来的な在り方（日常的な在り方）」という、実存（「私が私であること」）

の様態の差異も、この自己理解の違いに由来する。以下、それぞれの内実を簡単に確認す

る。 

 

１－１：日常的な在り方  

 ハイデガーは、私たちの日常的な自己理解に「（外的な）存在者の許にあること」を見て

取り、世界内での具体的な行為3（＝配慮気遣い）から議論を説きおこす。私たちの自己理

解は、自己の内部で完結したものではなく、世界の存在者についての理解を既に含んでい

る。他方で、行為に関わる存在者についても、その「理解」は「私」の自己理解と手を取

り合っている。ハンマーを使うべくそれを「理解（＝認知）」するとき、行為者はそのハン

マーが何のためにあるか―例えば「釘を打つこと（のため）」にある―という「指示

［Verweisung］」を捉えているとされる。それによって何が可能なのかという可能性への理

解が、ハンマーの「認知」には含まれているのである4。 

 世界の存在者についてのこの「可能性」の理解内容は、これはこれで、より高階の自己

                                            
1 この書の「序文」と第１章は、「認識に対する行為の優位」という、ハイデガーの理論から自明に導出可

能に見える論点を丹念に吟味している。 
2 現存在の存在論であるこの分析は、そうした「前学問的」な自己理解を概念化することで成立している。

『存在と時間』の枠組みにおいては、すべての存在論は「前存在論的な存在の理解の徹底化［Radikalisierung］

に他ならない」（SZ,15）のである。 
3 ハイデガーの「配慮的気遣い」は、使うこと、廃棄すること、観察することなど、多様な振る舞いを包括

的に言う術語である。それに応じて本稿も、いわゆる「理論／実践」の対における後者には限定されない、

やや広い意味で「行為」という語を用いる。 
4 ハイデガーが「手を離れたもの［Vorhandenes］」という術語を導入したのは、第一には、実際にあり得な

いような、行為との連関が一切絶たれた存在者に名前を付けるためである。しかしこの概念は、「手許の

もの」と同様かなり未成熟である。この概念の未規定性を巡る問題については、シューベルトの整理が示

唆に富む（Schubert 1995）。 
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理解に制約される。目の前の物を「打つため」のものと見做すか、「壊すため」のものと見

做すかは、行為者である「私」にとっての行為の眼目、つまり一連の行為が全体として
．．．．．

何

を意図しているのかに依存する。  

 こうした着想を、ハイデガーは〈位置づけ［Bewandtnis］〉概念を通じて表現する。個々

の存在者と関わる行為の意図（＝〈位置づけ〉）は、その場にあって全体としてどういった

事態が生じることを意図するか（＝〈位置づけの全体性［Bewandtnisganzheit］〉）に依存し

ており、その「全体的な意図」は、今度は自分が何を行為の主眼（＝〈それのために［Worum-

willen］〉）としているかに依存しているのである。  

 まとめよう。私たちは、ひとつの行為をなす際にも（１）行為の相関者（＝手許のもの）

によって何が可能か（≒いかなる事態を意図して行為するか）、そして（２）その行為を含

む一連の諸行為は何を全体的な眼目とするか、この二つを理解していなければならない。

ところで、行為に要請されたこの二つの要素は、行為に「合理性」を付与する契機である。

ハイデガーは、「なぜそのハンマーを振るのか」という問いに対して、（１）それで釘を

留めることができ、かつ（２）製作者として製品を完成するにあたってそれは望ましい、

という二つの異なる位相に属する理由
．．

を挙げられる行為主体を想定しているのである 5。  

 以上の議論を、自己理解という着眼点からまとめ直せば、次のようになる。私たちは自

らを（１）手許のものを相関者とする行為主体として、同時に（２）何か特定の行為の眼

目を定めた（＝存在可能性の企投をする）者として、しかも（３）理由に基づいて行為す
．．．．．．．．．．

る者
．．

として理解している。（３）が加わるのは、形式的にせよそうした自己理解の無い者

は、理由に基づいて
．．．．．．．

行為できないからである。以上が、ハイデガーが「日常的な在り方」

における私たちに認めた自己理解である。  

 

１－２：本来的な在り方  

 続いて、「本来的な在り方」を巡る議論を同様の点から再構成する。よく知られている

ように、「本来的な在り方」をハイデガーは「良心の呼び声を聴くこと」から特徴づけてい

る（『存在と時間』§54～§60）。件の良心論は、大別すると、人が「行為を選び取る」こと

の理路を解き明かす部分（主に§55～§56、§60）と、その「選び取り」に際して自ら自身に
．．．．．

ついて理解すべき
．．．．．．．．

存在論的性格を論じる部分（主に§57～§59）の二つでなる。本稿は現存

在の自己理解に着目するため、後者を参照する6。 

初めに術語を確認すれば、「良心の呼び声」は〈負い目があること［Schuldigsein］〉を

理解させんとするものとして導入される（SZ,286）。このとき、「呼ぶもの」と「呼ばれ

                                            
5 「周囲世界分析」を「合理的な／理由に基づいた」行為主体についての分析とみなす解釈を採る解釈者に

は、クロウウェル（Crowell 2013）やダマリング（Demmerling 2011）、門脇（門脇 2002）などが存在するが、

本稿の以上の立場は、特にゴロプ（Golob 2014）と主要な論点を共有している。また、本稿を含め『存在

と時間』を合理性という観点から解釈する立場は、ドレイファスが示すような、「熟練の技能」に依拠し

た解釈（例えば（Dreyfus 2013））を共通して斥けるが、ドレイファス流の解釈に伴う哲学的問題について

は、シアーの整理（Schear 2013）が参考になる。 
6 なお、ハイデガーの「良心」論が、「良心」概念の思想史的な伝統とどういった関係を持ちうるのかにつ

いては、ホルツアプフェル（Holzapfel 1986）が豊かな内容を含む。 
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るもの」は共に「私」であるとされる（SZ,277）ため、「良心の呼び声を聴く」とは、「負

い目あるもの」として自分で自分を
．．．．．．

理解することである。「負い目あり」というこの契機

が、日常的な自己理解に際しては忘却されているとハイデガーは語るのである（SZ,288）。 

次にこの「負い目あり」は、道徳上の過失ではなく、現存在があまねく有する存在論的な

性格を指しており、「〈ないこと［Nichtigkeit］〉の〈根拠であること［Grundsein］〉」と

いう定義がハイデガーによって与えられる（SZ,283）。以下、その内実を見ていく。  

本稿は既に、ハイデガーが私たちを合理的な行為主体として描き出していることを見た。

しかし私たちは、物理的なもの、文化的なものを問わず、自分が置かれている状況を自分

の一存で生み出したわけではない
．．

し、ましてや何らかの理由にコミットして、（地上に）

行為者として存在しているわけではない
．．

（SZ,284）。また、私たちが措定できる行為の眼

目は常に一つであり、私たちは常に、他にあり得るいくつもの可能な行為を犠牲にして
．．．．．

い

る（SZ,285）。ハイデガーが〈ないこと〉と呼ぶのは、合理的な行為主体に不可避的に伴

う、以上のような否定的な性格である。そして〈ないこと〉の「根拠である」とは、そう

した理由づけの十分にできない側面を抱えた行為を、行為するというまさにそのことを通

じて、私たちが不断に遂行しているということである（SZ,284）。  

 以上より、「良心の呼び声」を聴くこと、すなわち自らを負い目ある者として理解する
．．．．．．．．．．．．．．．．

とは、合理的に行為する「私」が、同時にいくつもの点で自らの権能の及ばない（＝合理

化できない）側面を持つこと、このことに自覚的になることであると言える。では、なぜ

これが「私固有の在り方」を導くのだろうか。  

そもそも、行為が合理的であるとは、他の人々から理解可能な理由づけをそれが受けて

いるということである。あること R が行為 A の理由であるなら、両者の結び付きは公共

的に認められていなければならない7。そのため、「なぜ A をしたのか」という問いには、

自分が理由として R を認めたことに加えて、R と A のあいだには一般的にみて合理的な繋

がりがあることが、答えとして供される8。このとき、行為の合理化の手続きは、ある点で

は公共性に訴えることで―ひとはふつうそうするはずだ―成し遂げられている9。その

限りで、行為 A の責任はある程度「ひと」に分担させられている。  

他方で、「なぜ」の問いに答えられないことについては、その説明や合理化に際して公

共的な次元に訴えることができないため、それに伴う責任は「私」ひとりが負わなければ

ならない。行為者として存在することをやめることなく、選択的に行為することを選び（選

択の選択（SZ,268））、さまざまな状況の制約を受けつつも、制約を受けた行為を実行す

ることを選び、完全には見通せないものの、行為に際して諸々の他の行為可能性を犠牲に

                                            
7 こうした意味での「公共性」は、そもそも「理由」概念の構成的な要素であると思われる。このことの詳

細については、例えばアルバレツの議論を参照（Alvarez 2013）。 
8 この繋がりには、端的に目的合理的なものもあれば、もっぱら社会規範によって認められているだけのも

のもあるだろう。 
9 行為が合理的であるとは公共的な理解可能性に開かれることである、という以上の事情が、「周囲世界分

析」と「共同存在論」（§25～27）を内容の面から接続する。この点については、クロウウェルも同様の指

摘をしている（Crowell 2015）。 
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したことの結果を引き受けること―これは一人「私」の名の下にのみ為されることなの

である。以上が、「本来的な在り方」に関するハイデガーの議論である 10。  

本稿はこれまで、自己理解という観点から『存在と時間』を読解してきた。ハイデガー

によれば、「私が私である」とき、私たちは（１）世界の中の存在者の許で（２）何らかの

行為の眼目を定めつつ、（３）その眼目に照らして合理的に振る舞う者として、そして時

には（４）合理化できない事柄を一人引き受ける者として、自らを理解している。とりわ

け、私たちが日常的に得ている（１）～（３）を満たさない主体は、私たちがふつうそれ

である「私」ではない。以上が、「私が私であること」を巡るハイデガーの基本的な主張で

ある。 

 

１－３：レヴィナスの批判  

 本節は、「私が私であること」に関してレヴィナスとハイデガーの分岐点を探ることを

目指していた。しかし、以上の議論にはなおレヴィナスは批判的ではない。彼がハイデガ

ーから離れるのは、「本来的な在り方」に関して本稿が触れないままに留まっていた、「不

安」の概念においてである。  

 ハイデガーによれば、私たちの自己理解は「了解」「語り」「情態性」の三つで総合的に

成立する。このうち本来的な現存在が得る自己理解には「不安」の情態性が宛がわれる。

結論から言えば、「不安」を巡るハイデガーの立論は、「私固有の在り方」を論じるものと

してレヴィナスには自己破壊的に映った。というのもそれに際して、身の回りの存在者た

ちは一切の意味を失い（SZ,186）、理に適った振る舞いを全体として可能にする「世界へ

の親しみ」も「崩壊する」（SZ,189）とされるからである。こうした「無」の経験が、「私

が私であること」からの逸脱としてレヴィナスに映ったのは、問題の「不安」な現存在は、

「私が私であること」の条件としてハイデガーが示した（１）～（３）を含め、「私」を

同定する資源を一切欠くように思われるからである。  

レヴィナスのこうした評価は、〈ある［ il y a］〉という独特な概念に結実した。「情態性」

が「現にここに在る」という「被投性」の「事実［Faktum］」を開示するもの（SZ,136）な

ら、「不安」が明らかにするのは、ただ
．．

「あること」だけである。レヴィナスは、自己も世

界も全てが無に帰し、「存在していること」の重みだけが感じられる「不安」の情態を、

「〈ある〉に軽く触れる」「恐怖」（EE,98）として再定式化する。『存在と時間』の哲学を一

貫させれば、「不安」は「意識からその「主体性」そのものを剥奪する運動」（EE,98）、「主

体の主体性、「存在者」としての個別性を転覆させる」もの、つまりは「私」がもはや「私

であること」をやめてしまう経験となるはずなのである。  

 「不安」を巡るこうした批判的解釈はしかし、『存在と時間』の公刊から二年を経た「形

而上学とは何か」（1929）における、ハイデガー自身の議論を引き受けたものでもある。そ

こでは、「不安は我々を漂わせ」、「根底においては「あなたにとって」あるいは「私にとっ

                                            
10 以上の再構成の詳細については、拙稿「行為を選択すること ―ハイデガーの「負い目あり」概念につ

いて」（高井 2016）を参照。 
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て」不気味なのではなく「何かにとって［einem］」「何かが［es］」不気味である」（WM,112）

とされ、もはやその情態性は「私が私であること」を（特権的な仕方で）可能にするもの

とはみなされないからである。『存在と時間』で明確化された立場からすれば、前記の（１）

～（３）を満たさない主体、すなわち行為空間の「現［Da］」を欠いた者には「私」とし

ての身分を認めることはできない。でなければ、「世界内存在」からめいめいの「私」の実

存を捉えるというプロジェクトは眼目を失ってしまう。レヴィナスはこうしてハイデガー

哲学の大前提を、〈ある〉という概念から鋭く切り出して見せたのである。  

 けれども、レヴィナス自身はこうした前提を完全には共有しない。彼は、有意味な行為

空間を開く「私」と、匿名的な〈ある〉という二つの（両極的な）可能性のあいだに、ハ

イデガーが見出そうとしなかった中間領域を探し求めた。現‐存在［Da-sein］の「現」が

欠けているとしても、「私が私である」ための最小の資源は残ると考えたのである11。 

 先に引用した『実存から実存者へ』（1947）では、「ここ［ ici］」への身体の「定位［position］」

が、その最小の資源として突き止められる。「そこ」の開けた「私」である以前に、「こ

こ」に居る者としての自己理解があれば、「私が私としてあること」は達成されると考え

たのである。けれども、「私」を巡る哲学的考察が「私が私であること」への問いとして

明示的に立てられ、体系的な解決を与えられるのは『全体性と無限』（1961）においてで

ある。次節以降、その詳細を見ていく。  

 

 

２：『全体性と無限』 

  

本節より『全体性と無限』の読解に移る。以下の読解を導くのは、前節で『存在と時間』

を読み解く過程で浮き彫りにされた幾つかの論点である。そして本節の目標は、「私が私

であること」を巡ってレヴィナスがハイデガーを踏襲した点、批判した点、またハイデガ

ーとは異なる方向に思索を試みた点を明らかにすることである。  

冒頭で述べた通り、『全体性と無限』を貫く課題は、他者とある種の（非日常的な）関

係に立ちつつ、なお「私が私であ（り続け）ること」の意味を問うことである 12。そうし

た分析の過程で鍵を握るのが「分離［séparation］」の概念である。これは、最終的には他
．

者から切り離された
．．．．．．．．．

「私」を標示する概念だが、「私」が自立した主体性を持つことを標

示するために、レヴィナスは「分離」を専ら―何からの分離か
．．．．．．．

という点を定めることな

く―「私が私として確立していること」と同義で用いている13。そのため本稿の課題も、

表向きは「分離」概念の詳細を追うことに定められる。  

                                            
11 これはタミニョーも指摘していることである（Taminiaux 2002）。 
12 本稿とは基本的な読解方針を異にするが、藤岡もまた、ある種の「自我論」として『全体性と無限』を

読み解こうと試みている（藤岡 2014）。 
13 小手川は、レヴィナスの「分離」概念を「自我からの分離」「世界からの分離」「他者からの分離」の三

つに分けて論じている（小手川 2015）。ただし、レヴィナス由来のものではないこれらの区別によって「分

離」概念が適切に汲み尽されているようには思われない。本稿の以下の議論は、そうした小手川の課題を

部分的に反復するものとなる。 
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これから見るように、「分離」は三つの異なる方面から扱われ、「私が私であること」

は、そのそれぞれに応じて、いわば三つの「層」に分けて論じられる。そのうち、第二の

層はハイデガーの「周囲世界分析」を踏襲したものである（2-2）。他方、その層を支える

第一の層は、身体を持つことの「享受」に関わる（2-1）。第三の層は、他者との「倫理的

な関係」によって成立するとされる。第三の「分離」に関するレヴィナスの議論はまた、

「私」の固有性を際立たせる経験の探究として再構成することができる（2-3）。以下、そ

の詳細を見ていく。  

 

２－１：享受する「私」  

前節で触れたように、「そこにあること［Dasein］」ではなく「ここにあること［ ici-être］」

に基づいて「私」を思考する可能性をレヴィナスは探っていた。この戦略は、『全体性と無

限』では「享受」概念として結実する。これが指すのは、身体を持って世界に生きること

で、世界から何らかのものを不断に受け取っているという、感受性に関わる在りようであ

る。この在り方を、レヴィナスは「何かを生きること［vivre de …］」とも呼ぶ14。 

 この「～を生きること」は、パンを食べて命を繋ぐとか、酸素を吸って生存するとか、

生命活動の維持に関わることだけを言うものではない。それは第一には、私たちの身体が、

自らがそこに身を置いている世界（＝境域［milieu］）からの影響を被り、そのことで何か

を「感受する」ことを指す。風の流れを感じること、大地を踏みしめること、小麦の香り

を味わうこと、これらはいずれも「享受」の具体例となる。  

 しかし、身体が世界に晒され、何らかの変化が身体に生じるだけでは、レヴィナスの語

る「享受」は達成されない。彼はそれを「分離／私が私であること」が成り立つための根

底的な出来事として提示するのである。  

 

享受とは、（…）〈私〉が震え立つことそのものである。享受にあって私たちはつねに第二階に

おいて自分を維持しているが、それはなお、反省のそれではない。（TI,116）  

 

「享受」は、二つの階層からなる一つの出来事である。下層階では、身体が世界と触れて

いる。そこでは、香りや熱、堅さ（抵抗）が文字通り受け取られる。対して上層階では、

さまざまに移り行く下層階での出来事に対して「私」が関係を持つ。結論から言えば、そ

こで起きているのは、自分が身体を持って「ここ」に居ることを「私」が意識するという、

ある種の自己理解の成立である15。 

 そもそも、身体的に何か「感じる」ことは「私がここに居る」という意識を伴う。熱や

光を「感じて」いるにもかかわらず、その「感じること」が「ここ」で起きていることを

                                            
14 「vivre de…」を「～を生きること」と訳したのには二つ理由がある。まずレヴィナスは「生の内容（＝

享受の対象）」を欠いた「生」が存在しないことを、目的語を欠いた他動詞の存立不可能性になぞらえて

説いている（TI,114）。次に、よく用いられる「～によって生きる」という訳語は、「享受」の対象を「手

段」として理解することを繰り返し拒むレヴィナスの意に反していると思われる。 
15 モアティも本稿と同様の着眼点から享受論を解釈するが、踏み込んだ解釈を示してはいない（Moati 2012）。 
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理解せず、「私」がそれを感じていることを理解しない主体は、およそ「感じて」はいな

い。レヴィナスが「享受」を「関係との関係」（TI,114）、「意識についての意識」（TI,115）

と呼んだのは、こうした事情による。「享受」しているのは、ここ
．．

に身体をもつ者として

の自己理解を獲得した「私」なのである。   

 レヴィナスによれば、「享受において初めて〈私〉が結晶化する」（TI,154）。それは、

「私」が「私」を同定し、「他なるもの」と「私」の区別を遂行する 16という自己理解の最

低要件を達成するための資源が獲得されることなのである。たとえ行為空間の「現」を持

たないとしても、「ここに
．．．

身体をもつ自己」としての自己理解があれば、ひとは〈ある〉

の手前で「私が私であること」を維持することはできる。これが、レヴィナスからのハイ

デガー批判である。「私」を語るための資源として、身体による感受性を無視したがゆえ

に、ハイデガーにとっての「不安」は主体性の喪失とならざるを得なかったのである。  

 ところで、この場合の「ここ」概念は、日常言語の「ここ」よりも遥かに貧しい内容し

か持たない。けれども、享受論で提示される「ここ」が、「私がここにいる」という自己
．．

理解を十分に構成できるという直観も存在する。強い陽ざしに照り付けられているときや、

鞭で打たれて激痛を覚えるとき、行為の可能性を捉えるための認知地図を描くことはでき

なくとも、当の主体は専ら感受性のみによって、他でもなく「ここ」に誰でもなく「私」

がいることを理解しているように思われる。この際の「我ここに」の理解を、「ここ」や

「私」の誤用・濫用と見做すことなく「私が私であること」の特種な達成として捉えよう

というのが、「享受」を「分離」の最低条件として提出するレヴィナスの戦略である 17。  

 

２‐２：エコノミー的な「私」  

「分離」の第二の層として提示されるのは、自我の「エコノミー的な在り方」である。

これは、日常的な行為主体である「私」を特徴づけており、レヴィナスも認めるように『存

在と時間』の着想を受け継いだものである 18。さて、前項でみた「享受」は、いま、ここ

で、世界から訪れるもの「を生きること」であった 19。このとき、その「享受」の経験は、

「享受されるもの」がどこから、どういった理由で訪れ、どこに向かうのかを理解しない

ままに成立する（TI,151）20。何かを「感じる」という経験は、いわば瞬間的に起きている

ことなのである（TI,155）。  

                                            
16 レヴィナスはこの「区別」の成立を「享受」の一つの契機として認めている（TI,204 など）。 
17 これが「分離」の最低条件であることについて、感受する身体がなくとも、自らの思惟について思惟す

る自己意識があれば「私」はそこに成立している、という反論が想定される。しかし、そこで同定される

「私」が身体を持つ「ここ」の「私」と同一の「私」であることは、決して示すことができない。そのた

め、そこで指されている「私」は求められている「私」とは無関係である。対して、次節で見るように、

レヴィナスが「分離」の第一層として確定する「享受する私」は、他層の「私」と同一の「私」である。

なお、「ここ」と「私」の概念上の関係については、エヴァンズから多くを学んだ（Evans 1982）。 
18 「道具たちの全体として、体系を形づくり、また自らの存在について不安を抱く実存の気遣いに繋ぎと

められた世界は、ひとつの存在論として解釈すれば、労働、居住、エコノミーを証しする。」（TI,142） 
19 レヴィナスは、その限りでの「享受」の対象を「エレメント［élément］」と呼ぶ。 
20 こうした「根拠の見通せなさ」によって、享受する「私」は「明日のへ不安」に苛まれるとされるが、

「（私が）生きること」の無根拠さに気づくこの経験を、レヴィナスは「私」と「私でないもの」の区別が

より一層明瞭に体験される経験として論じている（TI,160）。 
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 他方、私たちの行為は、こうした瞬間的な出来事とは区別される。ハンマーを振るう大

工は、それによって何が可能であり
．．．．．．．

、どうすればその工具に手が届き得るか
．．．

を予め見通し

たうえでそれを用いている。レヴィナスが「エコノミー的な在り方」と呼ぶのは、世界の

存在者にかかわる可能性を捉え、それを通じて自らの行為を組織化する、そういった行為

主体としての在り方である。  

エコノミー的な自我にとって、世界は「ここ」から見て「そこ」にあるもの、何らかの

目的を掲げて行為する「私」によって意味を与えられ、「実体」となった「動産」（TI,168）

であるとされる。このとき要請される自己理解は、レヴィナスの術語に依拠すれば、存在

者たちが位置づく「家」の主人として自らを見做す、そういった自己理解である。喉の渇

きを潤すもの、製作活動に資するもの等々、存在者たちはその可能性を把握されることで

「私」の「自由裁量［disposition］」に入る（TI,167f.）が、そこで「私」は、自らの存在を

中心とした有意味性の秩序（＝エコノミー）に存在者たちを「配置・配剤［ dispositio / 

dispensatio］」する「主人」となるのである21。このように、レヴィナスの「エコノミー的な

在り方」は、前節で見たハイデガーの議論から着想の中心を得ている。レヴィナスは、ハ

イデガーの「目配り」を「労働」に、世界内存在の「世界」を「家」に置き換えるなどし

つつ、理に適った行為についての分析の成果を踏襲したのである。  

ところで、合理的な行為主体として自らを理解する「分離」のこの第二層は、先に見た

「享受」の層を前提とする。「そこ」にある世界と向き合う「私」の「ここ／エコノミー

の中心」を同定するための資源として、身体的な「感受性」は不可欠の要素だからである

22。可能性として広がった世界へと、合理的な行為主体として向かうのは、ここに身体を
．．．．．．

持つ私
．．．

である。日常的な行為主体である「私」は、享受する「私」と同一の「私」でなけ

ればならないのである。この点から見れば、レヴィナスの「享受」論はハイデガーの議論

を補完するものであるとも言える。 

 

２－３：他者を前にした「私」  

 本稿はこれまで、「私が私であること」について、レヴィナスがハイデガーを批判して

いる点と踏襲している点を見てきた。最後に、レヴィナスが独自に構想した「私固有の／

本来的な在り方」について、その内実に迫りたい。扱うのは、大文字の「他者［ l’Autre］」

との関係に立つ「私」についての議論である。初めに、「他者との関係」の射程を確定して

おく。レヴィナスが語るそれは、「倫理」や「道徳」といった語彙によって特徴づけられて

いることもあり、「私」が他者のために
．．．．．．

倫理的な行為を実践すること、と解釈されること

が多い。しかし、そうした読解をテクストに即して正当化することは難しい。というのも、

その書は冒頭から一貫して、他者との関係を「言語活動［ langage］」や「ことば［parole］」、

「論議［discours］」と規定しており、念頭に置かれているのは専ら「私」と他者（他の人）

が言葉を交わす
．．．．．．

場面だからである。他者は、世界について語り、「私」に語りかける存在な

                                            
21 レヴィナスは、「エコノミー」概念の思想史的な射程を意識したうえで、「家」や「動産」「自由裁量」等

の語彙を用いている（TI,174）。この概念の思想史的意義については『Νύξ』（2015）から多くを学んだ。 
22 感覚器官の働きを抜きに、行為空間たる世界の地図に「ここ」を書き込むことはできない。 
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のである。そのため本稿は、『全体性と無限』の語る「他者との関係」を、文字通り他人と

言葉を交わす関係と解釈する23。 

 早速、その内実を見ていく。レヴィナスは問題の他者関係を、「エコノミー的な在り方」

を前提としたもの24、あるいはその変種であると考えている（TI,187）25。  

 

他者との関係は、世界の外部では生起しない。その関係は、［私によって］所有された世界を問

い質す。（TI,189）  

 

他者は「私」を問い質す。それは、合理的な「私」の行為空間のなかにその可能性を把握

された（＝「所有された」）世界について、「私」とは別様の理解
．．．．．

（＝「教え」（TI,99））を

齎す存在なのである。  

 ここにあるのはしかし、世界についての単なる意見の不一致ではない。エコノミー的な

「私」が世界内での行為主体であったように、他者からの「ことば」は、「私」が為したこ

と、為していることについて、その行為の正当性に疑義を投げかけているのである。「そ

こは私の土地だ」と告げる他者は、その地
．．．

で「私」が現に為してきたことについて、「お前

にその権利はない」と宣告しているのである。  

 そのように「私」に疑義を投げかける他者の言葉を受け入れること、つまり「語りにお

いて、私は他者からの問いかけに晒され、応答することを迫られ（…）、応答可能なもの

［責任あるもの］として生み出される」（TI,194）。行為に突きつけられる「不正ではない

か」との問いによって、「私」が応答を迫られる、それが他者との「論議」の関係なのであ

る。 

けれども、そうした言語活動における「私」の「応答」としてレヴィナスが論じるのは、

意外にも「自己弁護」である。  

 

論議［の関係］は、自我と〈他人〉との隔たりを維持し、（…）根底的な分離を維持するもので

あるから、自我の実存のエゴイズムを放棄しはしない。（…）そこにおいて自我が自らを露わに

し、同時に超越するものに敬意を払う、そういった弁明［apologie］が、論議の本質には存する。

（TI,29）  

 

「違うのではないか」と問う他者を前に、「私」は自己弁護する 26。他者を前にした「私」

がなすべきは、自分がどのように世界を理解し、どういった理由に基づいてその行為を実

現していたのかを、他者に理解可能な仕方で言葉にすることである。  

                                            
23 ベルナールが、本稿と比較的近い解釈方針を採用している（Bernard 2007）。彼は、「他者に相対して真な

ることを語る」という文脈から、レヴィナスの「倫理」を理解しようとしている。 
24 「住まうこととエコノミーとして具体的に遂行される分離が、［私から］引き離された、絶対的な外部性

との関係を可能にする。」（TI,242） 
25 「［他者の］顔を顔として「見ること」は、わが家に滞在するひとつの仕方であり、（…）エコノミー的

な生が採るひとつの形態である。」（TI,187） 
26 他に TI,57、242、268、272 でも、他者を前にした「弁明」ということが語られている。 
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 この弁明のうちに、レヴィナスは「私固有の在り方」の成立をみている。  

 

「私」という語を発すること（…）、これが意味するのは、誰も私の代わりをすることができず、

誰もそこから私を解き放つことができない責任［＝応答の可能性］について、私が特権的な位

置を占めていることである。（TI,275）  

 

他者を前にした言語活動にあって「私」は、自らの責任において「私は…と考えた」と発

語することを求められる。この要求が斥け難いものとして経験されるそのとき、レヴィナ

スの語る「倫理」は実現する27。 

 こうした他者関係にあって、「私」はある特種な自己理解を得る。それは、行為の実際

の遂行の際には念頭に置いていなかったことであっても、それを遂行した唯一の者として、

今ここでこの他者に弁明をしなければならない、そういった者としての自己理解である。  

 これは、直接的な批判にはなっていないものの、ハイデガーとは異なる仕方で「本来的

な在り方」を考える試みである。ハイデガーは、合理的であること／理由を尋ねたり応え

たりする共同性の中にあることは、強い意味での「私」の固有性を必要とせず、合理化で

きない事柄とその帰結を自らに引き受けることの内にこそ固有性が際だつ経験が成立す

ると考えた。対してレヴィナスは、「弁明＝正当化」という合理性の領域で「私」の固有

性を考えている。レヴィナスにとって問題なのは、「ひとがそうする通りに」したのだと

しても、そのようにしたのは他でもない「私」であるという、取り消しえない過去につい

ての帰結を引き受けることであり、また、「ひとと同じようにした」と言って「みんな」

へと責任を移譲することを許さない、いま・ここで発せられる言葉の「現在の鋭い切っ先」

（TI,194）、つまり人間の言葉だけが持つ、応答を強いる強制力である。こうしてレヴィ

ナスは、理性的であることと個別的であることの両立を図ったのである28。  

 以上が、レヴィナスが独自に構想した「私固有の在り方」の内実である。  

「私が私であること」という問題圏においてレヴィナスとハイデガーを比較し、とりわ

け前者の議論の哲学的特徴を明らかにするという本稿の課題は、既に果たされている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 レヴィナスが「超越」や「顔」といった概念によって他者を特徴づけたのは、生きた人間の発する言葉

がもつ、この斥け難さであったと思われる。 
28 この点に着目しつつレヴィナスの倫理学を読み解こうとした論者としては、サランスキの名を挙げなけ

ればならない（Salanskis 2011）。 
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被投性か繁殖性か 

―レヴィナスのハイデガー批判はそもそも何を狙っていたのか― 

 

渡名喜 庸哲（慶應義塾大学） 

 

 

はじめに ―冷めやらぬ熱狂 

 

「フッサールに会いに行き、ハイデガーを見つけた」1。晩年にこう回顧するレヴィナスが

若き日に二人の「師」から得たもの、それは、現象学こそ、人間存在の「具体的」なあり方、

その「豊かさ」の記述を可能にする方法を有しているという確信であっただろう。1931 年の

若書きの小論「フライブルク、フッサールと現象学」では、同じことが「純粋で静謐な観照

よりも豊かな、人間の実存の具体的な全体」という表現で語られているが2、ここでは、「フ

ッサール」を表題の一部に含みつつも、末尾ではもっぱら「いまやドイツの栄光」にして目

下「世界最大の哲学者」たるハイデガーへの賞賛が綴られている。とはいえ「ハイデガーを

見つけた」レヴィナスの興奮は、変わらぬ確信に基づいている。レヴィナスがハイデガーを

はじめて主題的に扱った 1932 年の論文「マルティン・ハイデガーと存在論」にはこうある。 

 

「われわれはここでこの実存論的分析論のいくつかの展開を要約してゆきたい。「現存在の実存は

存在を了解することに存する」という純粋に形式的な構造から出発して、人間の実存の豊かさの

全体が展開されるだろう。そこでは人間の全体をふたたび見出すこと、そしてこの存在了解とは

時間そのものであることが示されるだろう。」（EDE, 86-87） 

 

本稿は、ハイデガーに倣い「人間の実存の豊かさの全体」を素描せんとする企図こそレヴ

ィナスが一貫して持ち続けたものであるとする立場に立つ。そしてそれをそれなりの仕方

で成し遂げたハイデガーに対する初期のレヴィナスの賞賛は―その政治的な態度をレヴ

ィナス本人は 1930 年代にすでにかなりの程度知っていたのだが3―、その後も保ち続ける

ことになると考えている。ハイデガーに倣うと同時にハイデガーに抗しつつ、「人間の実存

の具体的な全体」の根本に根源的な「時間」を見出すということが、レヴィナスにとって、

自身の哲学を展開してゆく際の中心的な課題であったように思われるのである。 

                                            
* 本稿では、主要文献については以下の略号を用いる。E. Levinas : DE : De l’évasion [1935], Paris, Le livre de poche, 

1998 ; EJ : Etre juif [1947], Paris, Payot, 2015 ; EDE : En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger [1949], Paris, Vrin, 
2001 ; TI : Totalité et infini [1961], Paris, Le livre de poche, 1990 ;  Œuvre 1 : E. Levinas, Œuvre, t. 1, Paris, Grasset-IMEC, 
2009 ; Œuvre 2 : E. Levinas, Œuvre, t. 2, Paris, Grasset-IMEC, 2012. M. Heidegger : SZ : Sein und Zeit, Tübingen, Max 

Niemeyer, 17. Aufl., 1993. 強調箇所はすべて原文のとおりである。 
1 F. Poirié, Emmanuel Levinas. Qui êtes-vous ?, Lyon, Manufacture, 1987, p. 73. 
2 E. Levinas, « Fribourg, Husserl et la phénoménologie » [1931], in Les imprévus de l’histoire, Paris, Le livre de poche, 2000, 

p. 87. 
3 Cf. E. Levinas, « L’Autre, Utopie et Justice » [1988], in Entre nous, Paris, Le livre de poche, 1993, p. 255.  
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 その場合、そもそもレヴィナスがハイデガーの何に注目し、どのように批判したのか。わ

れわれは「被投性」という概念こそ、レヴィナスがこだわり、乗り越えを図ろうとしたもの

だと考える。しかも、この乗り越えは主著『全体性と無限』の結論的主張において結実する

ように思われる。被投性の問いなおしはレヴィナス哲学の展開にとってどれほど中心的な

ものであったのか。以下、基本的に年代順にいくつかの重要なテクストに注釈を加えること

で、このことを検討してゆきたい。 

 

 

1：「マルティン・ハイデガーと存在論」（1932 年）―奇妙な訳語 

 

 管見によれば、レヴィナスが被投性についてまとまった言及をしている最初のテクスト

は、1932 年の論文「マルティン・ハイデガーと存在論」である。レヴィナスはそこで次のよ

うに述べている。 

 

「情態性は了解から切り離すことはできず、それを通じて了解は存在するのだが、それがわれわれ

に開示するのは、現存在は自らの可能性に釘付けにされている（ rivé〔ただし EDE では voué と

直されている〕）、自らの「現」が自らに課せられているという事実である。〔…〕現存在は、実存

することで、つねにすでに自らの存在のただなかに投げ入れられて
．．．．．．．．．．．．

いるのであって、その前に置

かれているのではない。現存在はつねにすでに自らの可能性を把持したり捉え損ねたりしてい

る。ハイデガーは、この投げられているという事実、自らの可能性のただなかで奮闘するという

事実、そこに投げ捨てられているという事実を Geworfenheit という語で言い表している。われわ

れはこれを déréliction という語で翻訳しよう。」4 

 

 同論文は、そもそも『存在と時間』の要約的分析を主眼としており、被投性をとりたてて

主題化するものではない。冒頭で伝統的な哲学に対するハイデガー存在論の意義を指摘し、

以降で同著の基本的な考えに説明を加えてゆくなかで、上に見られるように、情態性が開示

する自らの存在可能へと投げられている「事実」としての被投性の説明がなされているにす

ぎない。その意味で、上の引用は、『存在と時間』（この場合は 29 節）の祖述の域を出るも

のではないとすることも可能であろう。しかし、Geworfenheit の訳語としてあえて déréliction

という語が提示されていることは興味深い。レヴィナスはこの選択について特段の説明を

加えてはいないが、ただし、一般的にこの語は、ただ投げられているだけでなく、投げ捨て

られていること、しかも、神（ないし創造者）に見捨てられる、遺棄されているという宗教

的な含意をももつ語であって、その選択はけっして中立的なものではないと考えられるの

だ。 

 ここで、フランスにおける初期のハイデガー受容史におけるこの語の扱いを見ておくの

は無意味ではあるまい。1946 年 6 月の講義で、ジャン・ヴァールは、この語は「投げられて

                                            
4 E. Levinas, « Martin Heidegger et l’ontologie », in Revue philosophique de France et de l’étranger, mai-juin, 1932, p. 417. Cf. 

EDE, 99. 
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いること（être-jeté）」と訳すべきであり、アンリ・コルバンとアルフォンス・ド・ヴェーレ

ンスの名前を挙げて、彼らのように déréliction とするのは正確ではないとしている5。実際、

コルバンは 1938 年に「形而上学とは何か」の仏訳を『存在と時間』の抄訳などとともに公

刊し、ヴェーレンスは 1942 年に『マルティン・ハイデガーの哲学』という研究書を上梓し

ているが6、両者とも確かに déréliction としている。フランスでは、それらに先立って二つの

ハイデガーのテクストの仏訳があった。一つは同じコルバンによる「形而上学とは何か」の

抄訳、もう一つはアンドレ・ベッセーによる「根拠の本質について」の仏訳である7。コル

バンのものは、ガリマール版に収められた仏訳とは訳が異なる箇所があるが、Geworfenheit

についてもそうで、délaissement と訳されている（ガリマール版では déréliction と直されてい

る）。ベッセーによる「根拠の本質について」には管見の及ぶかぎり対応する語は確認され

ていない。とするならば、事実上はレヴィナスこそ Geworfenheit を déréliction と最初に（誤）

訳した張本人であるというのもありそうなことである。  

 いずれにせよ、レヴィナスがまさしくハイデガーの被投性をフランス語で訳すために、

déréliction という語を採用したということは、本人にそのつもりがあったかどうかはともか

く、その後の変遷を見るときわめて意味深い。先取りしておけば、被投性に〈自分が選んだ

のでない、したがって偶然的に存在が課せられている〉という含みがあるとするならば、レ

ヴィナスは、たとえばサルトルのようにそこに「自由」の契機を見るのではなく、むしろそ

の「自由」を何が基礎づけているのか、その根拠ないし「起源」にこだわるように思われる。

そうして「被投性」に対置されるのが、「起源」に基づく「創造」、さらにそれと対になる「繁

殖性」の観念なのである。  

 

 

2：「時間的なものにおける存在論」（1940 年）―漏れはじめた疑義 

 

 だが、そうした最終的な地点に赴く前に、もう少し最初期のレヴィナスのテクストに立ち

止まろう。1940 年には論文「時間的なものにおける存在論」が書かれているが、そこでも 32

年の論文と同じ構えは維持されている。ただし、その後半部で、レヴィナスが一介の解釈者

の役回りを踏み越え、ハイデガーに疑義を漏らしているのは見逃せない。レヴィナスはまず

「マルティン・ハイデガーと存在論」と同じ論調で「未来、過去、現在という三つの契機」

が「それぞれ同等に根源的である」と述べた後、こう続けている。「しかし分析によって浮

き上がるのは、ある種の未来の優位である」（EDE, 125）。「ある種の未来の優位」というの

は、等しく根源的であるはずの三つの契機のうち、「未来」にはその他の二つを条件づける

という役割が担わされている、ということである。さらにはこう言われる。  

                                            
5 J. Wahl, Introduction à la pensée de Heidegger, Paris, Le livre de poche, 1998, p. 181. 
6 M. Heidegger, Qu’est-ce que la métaphysique ?, tr. fr. par H. Corbin, Paris, Gallimard, 1938 ; A. de Waelhens, La Philosophie de 

Martin Heidegger, Louvain, Éditions de l'Institut supérieur de philosophie, 1942. 
7 M. Heidegger, « Qu’est-ce que la métaphysique ? », tr. fr. par H. Corbin, in Bifur, no. 8, 1931 ; id., « De la nature de la 

cause », tr. fr. par A. Bessey, in Recherches philosophiques, no. 1, 1931-1932. ちなみに、その後の『存在と時間』の仏訳

では、マルティノもヴザンも être-jeté としている。 
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「未来の脱自は、それ自体無のうちに書き込まれているが、あらゆる人間的な権能の源泉でもあり、

事実性の過去を条件づけている。そしてそれゆえに、ある程度までは、存在についての権能の哲

学としての観念論の主題は維持されているのである。」（EDE, 126） 

 

この論文の続く箇所では、ハイデガーの思想が人間的人格を「自らの運命の主」とするもの

であること、また伝統的な哲学とは異なり超越者や永遠性に訴えかけずに、自らの存在との

関係こそを根源的な時間の場とするものであることが述べられている。ここでは、次のこと

を確認するだけにしておこう。第一に、レヴィナスがハイデガーに見てとった「ある種の未

来の優位」とは、裏返すと、「過去」、すなわち被投性の次元の相対的な劣位を含むというこ

と、第二に、それゆえに「権能の哲学としての観念論の主題」がハイデガー哲学から払拭さ

れていないということである。自らが望んでいない存在を引き受けざるをえないという被

投性の受動性が減ぜられることで、自らの運命を選びとるような「権能」の側面が浮き彫り

になり、その点でいわゆる「主体」の「権能」に優位を置いてきた観念論の伝統を継続して

いるというのである。この二点は、以降で見てゆくように、レヴィナスの後の論考のなかで

繰り返し言及されてゆくものにほかならない。 

 

 

3：「逃走について」（1935 年）ほか ―投企なき被投性と決定的な繋縛 

 

 30 年代のレヴィナスにおける被投性の問題系について、避けることのできない論点がも

う一つある。とりわけ、1935 年の論文「逃走について」を中心とした同時期の論考は、レヴ

ィナスが独自の思索を全面的に展開しはじめたものと言えるが、そこで提示される「釘付

け」や「繋縛」という問題系は8、「被投性」の問いなおしというより大きな射程のなかで捉

えなおすべきだと思われる。 

 この点を指摘したのはわれわれがはじめてではない。「逃走について」が 1982 年に単行本

化された際、長文の解説を寄せたジャック・ロランは、同論文がレヴィナス自身による「事

実性の解釈学」の試みとして読みうると指摘している。ロランによれば、被投性は、レヴィ

ナスの言葉では、「現存在が釘付けにされて
．．．．．．．

いるという事実
．．

」だという。ただし、ハイデガ

ーと異なり、レヴィナスは「己を投企する
．．．．．．

一切の可能性をいわば麻痺させるような状況」、

つまり「投企」なき「被投性」を描いているというのだ（DE, 27-28）。 

 事実、「逃走について」でレヴィナスが描いているのは、世界で出会われるさまざまな存

在者と交渉したり存在可能に向けて己を投企したりする可能性ではなく、「あるという事

実」それ自体が、ある種の情態性（居心地の悪さ、快、恥、吐き気）を通じてどのようにし

て現れるかである。こうした体験は、「存在そのものから脱出」せんとする、超越ならぬ「外

越（excendance）」（DE, 98）の欲求を生じさせつつも、「存在の現前」において「自我」が「存

                                            
8 以下の拙論を参照。「30 年代のエマニュエル・レヴィナスにおける「ヒトラー主義の哲学」批判」、『レ

ゾナンス』、第 5 号、2007 年。 
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在」へとつなぎとめられていることを開示するとされる。こうした事態を特徴づけるために

用いられているのが「釘付けにされた存在（être-rivé）」という表現なのである。問題は、い

わば「とにもかくにもあり、そしてないわけにはいかない」（SZ, 134）ような事実性という

より、「とにもかくにも縛り付けられ、逃げ出したいけれど逃げ出せない」こととしての事

実性なのだ。 

 

 こうした「投企なき被投性」という展望が 30 年代中期のレヴィナスの関心の中核をなし

ていたことにつき、二点だけ概略的な補足をしておこう。  

 一つはこうした「釘付け」の論理が「ヒトラー主義」に認められていることである。34 年

に書かれた「ヒトラー主義の哲学についての若干の考察」においては、「逃走について」で

「釘付け」とされているものは「繋縛（enchaînement）」と呼ばれている。これまでの西洋に

おける思想を統べてきたのが「自由」の観念であり、これをもって歴史的条件や世界という

条件などの「軛」からの「解放」にこそ人間の本質があると考えてられてきたのに対し、ヒ

トラー主義の哲学があらわにしたのは、逆に、「血」や「遺伝」を通じた、自らの身体への

「繋縛」こそが人間の本質をなすという考えである。本稿の関心にとって重要なのは、ここ

で「決定的」という、まさしく決定的なタームがはじめて現れることだ9。 

 

「〈自我〉への身体の癒着はそれ自体で価値を有する。これはそこから逃れることのできない癒着

であって、いかなる比喩をもってしても、それを外的対象の現前と同一視することなどできはし

ない。この結びつきの悲劇的で決定的な（définitif）味わいは、何をもってしても変えることがで

きない。」10 

 

「決定的」というのは、別様にあることができず、取り返しのつかないかたちで自己の存在

への「繋縛」が課されているということだ。この語がどのようにその後のレヴィナスのテク

ストに現れてゆくかは後に見よう。 

 もう一つは、その裏返しなのだが、この「釘付け」がまさしく「ユダヤ的存在」の「宿命」

をなすにいたると考えられていることである。1935 年に「世界イスラエリット連盟」の機関

紙に書かれた小論の次の記述はこの点できわめて示唆に富む。  

 

「ヒトラーの反ユダヤ主義に特異なアクセントを与え、いわばその独自性を構成するものとは、そ

れがユダヤ的意識を前例なき状況へと押し込んだことである。〔…〕ユダヤ的存在の悲壮な運命

は宿命になった。われわれはもはや逃げることができない。ユダヤ人は抗いがたく己のユダヤ性

に釘付けにされているのである。」11 

 

                                            
9 「決定的なもの」については、以下の拙論も参照していただきたい。「『全体性と無限』におけるビオス」、

合田正人編『顔とその彼方 レヴィナス『全体性と無限』のプリズム』、知泉書館、2014 年所収。 
10 E. Levinas, Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme [1934], Paris, Payot & Rivages, 1997, p. 18. 
11 E. Levinas, « L’inspiration religieuse de l’alliance » [1935], in Cahier de l’Herne. Emmanuel Lévinas, Paris, l’Herne, 2006, p. 

144. 
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このように、レヴィナス流の存在論的な分析を通じて提示された「釘付けにされた存在」と

いうものが、少なくとも 30 年代のヒトラー主義の「具体的」な「体験」のようなものと照

応していたこと自体はまちがいなかろう。あたかも「釘付けにされた存在」、自分が選んだ

のではなく、自分ではどうしようもできないにもかかわらず、自らの存在に逃れがたく「繋

縛」されているということは「ユダヤ人」にとってしか理解しえないかのようである。  

 しかし、これら二点が、単なる同時代の政治的経験に触発された時事的な着想にとどまる

のではなく、いっそう概念化されてレヴィナスの哲学思想の内実をなすにいたること、この

ことこそ、彼の 40 年代のいくつかのテクストにおいて見られることである。後に見るよう

に、そこにはまさしく「ユダヤ的存在」ないし「ユダヤ的事実性」という着想の理論化が見

てとれるのである。 

 

 

4：「捕囚手帳」（1940-45 年）の射程 ―練られていた構想 

 

 1940 年から 45 年までの 5 年にわたる捕虜収容所での拘留生活において、レヴィナスは手

帳に哲学的なアイディアや読んだ本の感想などを書き付けていた。そこでは必ずしもまと

まった論が展開されているわけではなく、ハイデガーについても、「被投性」はもとより、

さほど論じられているわけではない。とはいえ、『著作集』第 1 巻に収められた「捕囚手帳」

には、いくつか自らの哲学的な企てについて書き記された注目すべきメモ書きが見られる

12。 

 第一に言及すべきは、「私のなすべき仕事」として、「（1）存在と無、（2）時間」を挙げて

いるメモだ（Œuvre 1, 74）。この時期、まだサルトルの著書は手にできていないはずだから、

レヴィナスがここで立てている哲学的な課題がハイデガーを強く意識したものであること

は明らかだろう。 

「捕囚手帳」では、さらにハイデガーに対するレヴィナスの態度表明とも言いうるものも

残されている。なかでも次の短い一節は決定的なものだと思われる。「現存在か J か。〔…〕

カテゴリーとしての J」（Œuvre 1, 75）。J と略記されているところからわかるように、捕虜収

容所でひっそりと書き留めていたノートに「ユダヤ」と明記することはできなかったのだろ

う。ここで「現存在」に対置される Judaïsme ないし Judaïté は、既成の宗教制度やその思想

的な伝統を指すわけでも、あるいは単なる集合的な属性を指すのでもないだろう。それは、

あくまでも存在論的な「カテゴリー」として、つまり存在者のなんたるかを示す存在論的な

カテゴリーとして理解すべきであるように思われる。あたかも、「存在」の問いに取り組む

に当たっては、「現存在」ではなく、「ユダヤ的存在」に問いかけるべきかのようなのだ。 

「捕囚手帳」には、この二項対立に即した仔細な論の展開は見られない。しかし次のよう

な記述は、その延長線上で理解することができるだろう。 

                                            
12 詳細については以下の拙論を参照していただきたい。「エマニュエル・レヴィナス「捕囚手帳」の射程」、

『京都ユダヤ思想』、第 5 号、2015 年。 
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「体系は次のように組織される。 

私とは、現在の決定的なものである―この私によって、徐々に消えてゆく現在は、記憶にお

けるよりもよりよく継起する（記憶は私を前提としている）。この私という側面からいうと、自

我の自己への現前である。―しかし、「私」とは同時に決定的なものが非決定的であることで

もある―それによって現在が贖われるべきものとなり、希望が、現在への希望があるのであ

る。それゆえ、救済の弁証法―自らの内密性から解放される私の弁証法がある。他人との内密

性である。「他人との融合」があるのではない―まさしく、私の二元性があるのである。そし

てこの二元性は、まさしく肉欲〔…〕のもとで描かれることになろう。社会的なものの起源とし

ての性。」（Œuvre 1, 66） 

 

ここにはレヴィナスの初期の論考から『全体性と無限』までを貫いている指針が示されてい

るように思われる。まず、「ヒトラー主義の哲学についての若干の考察」が自我の自らの身

体への結びつきの「悲劇的で決定的な味わい」として提示していた「決定的なもの」がここ

でも見てとれる。そして、この「私」の「現在」の「決定的なもの」という性格が断ち切ら

れ、「私」が自らの内密性から解放される「救済の弁証法」の構想が明かされているのであ

る。さらに、「自我」の「自己」への既決的な繋縛が断ち切られるためには、「他人」、しか

も「顔」としての「他人」ではなく、「肉欲」の対象たる「他人」との「性」的関係性が必

要だという筋書きが描かれている。言い換えれば「決定的なもの」を「断絶」する可能性は、

戦後のレヴィナスが「エロス」という表題のもとで概念化してゆくものに求められているの

である。 

 

 

5：「ユダヤ的存在」（1947 年）―「われらはみなドイツ系ユダヤ人」 

 

「捕囚手帳」には「J」そのものについての考察はほとんど見られない。だが、この「カテ

ゴリーとしての J」の哲学的な含意は、1947 年に公刊された「ユダヤ的存在」という論文に

おいて、まさしく被投性との関係において明示されるにいたる。そこにはさらに、「現存在

か J か」という対を具体的に考える糸口も認められるだろう。  

 この論文では、「ユダヤ的存在」を特徴づける存在様態が「観念論」ないし「キリスト教

的実存」との対比で論じられるのだが、その差異がどこにあるのかをまず確認しよう。鍵は、

「現在」と「過去」にある。  

 

「近代科学の観念論的な基礎は、結局、起源を自由へと置き換えることに存している。つまり、現

在へと置き換えること、そして、時間やその連続性を断ち切り、中断させ、無から、言い換えれ

ば自己から到来するその仕方へと置き換えることに存している。  

だが、キリスト教もまた、現在を起点にした実存である。〔…〕ユダヤ的実存は、過去という

特権的な瞬間を参照し、存在におけるその絶対的な位置はその系譜性（ filialité）によって保証さ
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れているのだが、キリスト教的実存は、その現在そのものに特権的な繫留点を有している。」（EJ, 

58） 

 

「近代科学の観念論」に連なるキリスト教的な実存観は、「現在」、「自由」、さらに「自己」

を起点にする、あるいはそれらを「起源」に据えることに存する。これに対し、「ユダヤ的

実存」は、起点を「過去」に置く。「過去」とのつながり、つまりこの引用の言葉では「系

譜性」（もちろん、「親子関係」とも訳しうる）こそが、「ユダヤ的実存」をなすとされてい

るのである。しかも、「ユダヤ的実存」は単に「過去」を「参照」するだけではない。「系譜

性」ゆえに、自らの存在に対しどうしようもなくつなぎとめられていること、「自らの条件

から逃れることができないこと」（EJ, 60）が、「ユダヤ的事実性」を特徴づけるとされてい

るのである13。 

 ところで、レヴィナスは、「ユダヤ的事実性」と言ったすぐ後に、「サルトルの偉大な才能

とハイデガーの天才とが現代の哲学および文学において確かなものにしたいくつかの概念

についてもう少し入り込んでいかねばならない」と言っている（EJ, 61）。サルトルが言及さ

れているのは『ユダヤ人問題について』が念頭に置かれているためだろう。そこで提示され

ている〈ユダヤ人もまた自らの状況を主体的に引き受け、選択することによってこそその

「本質」がつくられる〉という考え方に対し、レヴィナスは、どのような選択も、どのよう

な主体的な引き受けも可能ではないような、「絶対的」ないし「全面的」な「受動性」にこ

そ「ユダヤ的事実性」があると言うのである。  

 

「ひとつの事実が絶対的に受動的なしかたで出来上がるのは、それが創造されたものである場合の

みである。戒律や掟の命法にも延長される創造の命法は、全面的な受動性を樹立する。」（EJ, 62） 

 

さらには次のようにも言われている。 

 

「このような事実が可能であるのは、自らの事実性を無効にするような選択をするという権能を有

していることをはるかに越えて、自らが選択されている、言い換えれば選ばれている（élu）場合

だけである。」（EJ, 62） 

 

 ここでレヴィナスは、「戒律」や「命令」、「創造」、さらには「選び」といった宗教的な含

みをもつ語をあえて用いながら、この全面的に受動的な「ユダヤ的事実性」を特徴づけてい

る。「選ばれていること」は、「創造されてあること（être créé）」、さらには「子であること

（être fils）」とすら言い換えられるにいたる。もちろん、こうした発言でもってレヴィナスは、

                                            
13 なお、これはユダヤ人しかもちえない特殊的な存在様態を指すのではないだろう。レヴィナスは、直ち

に「自らの条件を逃れることができないこと」というのは「人間的状況」なのではないか、そうすると「人

間存在というのは当然のごとくにユダヤ的」なのではないかと言い添えている。だとすると、「ユダヤ的

存在」ということで問題となっているのは、ユダヤ人特有の経験によってもっとも鮮明に浮き彫りにされ

るが、とはいえ人間一般に共通する存在様態だと考えることができるだろう。 
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神によるユダヤの民の選びという聖書由来の観念を論拠としたいのではないだろう。レヴ

ィナスは、「ユダヤ的選び」とは「人格性の神秘そのもの」であるとし、「起源を欠いた世界

において、自我を自由を出発点に了解しようとするあらゆる試みに対し、ユダヤ人は、他の

者たちに対し、息子としての、選ばれた者としての人格性の情動的な図式を供する」として

いる（EJ, 64）。この意味で、語の宗教的含意はともかく、「選ばれてある」ことは、「起源」

との何らかの関係をもって「子」としてあるという存在様態を指すものと解されよう。ここ

で「起源」は、「キリスト教」ないし「観念論」のように自我における「現在」ないし「自

由」のうちにあるのではなく、自我が絶対的に受動的に被らなければならないような「外部」

にある。「子である」ということに引きつけて述べるならば、（自発的に）「生まれる」とい

うよりは、（「自己」ならざるものによって）「生み出される」という事態が問題となってい

るとも言える14。「現存在はけっして己の被投性のうしろへ廻ることはできない」（SZ, 383）

と言うハイデガーが、「投企」と「被投性」のせめぎ合いのなかに「自由」の「無底」を見

て取ろうとしたとすれば、また、サルトルが神学的な前提を退けて、「偶然性」にこそ人間

の自己投企の「自由」を見てとろうとしたとすれば、その両者に対し、レヴィナスはあえて

―本人の「ユダヤ的存在」の体験を論拠として持ち出すかのように―「被投性」を超え

た「創造」や「選び」といったなかば宗教的に見える諸概念に訴えつつ、「子」という存在

様態を提示するのである。 

 

 

6：哲学コレージュ講演（1948 年）―明かされたつなぎ目 

 

 そうした宗教的な見かけのためか、レヴィナスは論文「ユダヤ的存在」にその後言及する

ことはない。また「ユダヤ的事実性」という発想自体も、戦後のレヴィナスのテクストには

少なくとも明示的に現れることはない。しかし、『レヴィナス著作集』第 2 巻に収められた、

ジャン・ヴァール主宰の哲学コレージュにおけるレヴィナスの講演の記録を見ると、われわ

れが追ってきた主題と、レヴィナスの第一の主著『全体性と無限』とをつなげるものを理解

する理路が徐々に浮かび上がってくる。とりわけ見逃せないのが、1948 年に行なわれた第

二回講演「発話と沈黙」である。 

 

「思惟として捉えられた主体、観念論的な主体は、自分の現在から出発してしかなにかをなすこと

ができない。しかし、主体がなにかをなす出発点となるこの現在に対して、主体はなにかをなす

                                            
14 古荘真敬は、「「被投性」というアプリオリな受動的完了相の概念のうちに必然的に含意される絶対的

な他者の能動性としての〈原因〉概念の力は、ハイデガーの思索の根底を規定するモチーフとして保持さ

れつづけた」と述べ、『哲学への寄与論稿』から「企投において投げる者が、自分自身を、投げられた者

として、すなわち「存在」によって生起させられた者として経験すること」を引用し、ここで「「生起さ

せる」という他動詞によって示唆される（超越論的な場の絶対的外部から到来する）力がそれである」と

述べている（「「原因」と「理由」の彼岸への問い ―ハイデガーの哲学的企図の再吟味―」、in Heidegger-

Forum, vol. 1, 2007, p. 18）。レヴィナスが『哲学への寄与論稿』を読んでいたら別様の対話の可能性が開け

ていたかもしれない。 
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ことはない。主体の権能と、この権能が前提とする権能の支えそのもの―権能の基盤―のあ

いだのこの相違は、それについて最近の多くの哲学が費やされた例の「私は自分の存在を望んだ

わけではない」においては大いに貧しいものとなっている。〔…〕ハイデガーやサルトルがこの

支えについて与えているのは、限定的な解釈である。ハイデガーにとって被投性とは、なんらか

の可能性が、つねにすでに把持されたもの、つねにすでに課されたものという状態に置かれてい

るという事実である。サルトルにとって、現在はこの被投性の過去よりも強いものであり、意志

的なアンガジュマンにおいて引き受けられることができる。〔…〕われわれにとって、存在にお

ける権能のこの基盤は、権能にとっての障害ではなくその条件である〔…〕。」（Œuvre 2, 87-88） 

 

観念論において主体の権能の起点が「現在」に求められることは論文「ユダヤ的存在」でも

見たが、ここではいっそう明白にこの点が「被投性」との関連において捉えられている。レ

ヴィナスは、ここでもまた「ハイデガーやサルトル」の解釈は「限定的」だといって、存在

の権能の「条件」としての「基盤」（ないし「起源」）についての問いを、両者とは別のかた

ちで掘り下げなければならないと言うのである。  

 この「起源」は、論文「ユダヤ的存在」においてと同様、やはり「創造」に求められなけ

ればならない。次の箇所では「起源」ないし「始まり」をめぐる問いについて、ハイデガー

の「被投性」に「創造」を対置するレヴィナスの挙措がはっきりと認められる。  

 

「他方でわれわれが望んだのは、被投性の概念を問いに付すことであった。ただしそれは、〔…〕

創造の概念を棄却するためではなく、それを再発見するためであり、ハイデガーやサルトルにお

いて被投性ないしその亜種に結び付けられた呪詛から解き放つことである。〔…〕始まりとの関

係は、被投性の不幸をなすのではなく、〈父〉への信を、創造された世界の安寧をもたらすはず

なのではないか。〔…〕だから私は実存の悲劇性を―そして罪を―被投性のうちにではなく、

現在の自由そのもの、現在の絶対性、責任へと変わり未来つまりは赦しを呼び求める自由のうち

に見出そうと努めたのである。これは、いまだ完全に現在と結びついたままである投企―完全

に権能として考えられた投企―とはまったく異なる未来であり、私が「時間と他なるもの」の

講演のなかで、性、〈女性的なもの〉との関係、〈子であること（Filial）〉との関係を通じて、〈他

者〉との関係として捉えようと努めた未来である。だから私は、サルトルの天使的で全能の原理

にも、ハイデガーの被投性にも反対なのである。」（Œuvre 2, 102-103） 

 

この引用についてさらに指摘すべきは、これまで見てきたような「過去」に関して「被投性」

を問いただし「創造」を見出そうとする試みに加えて、もう一つの特徴として、「未来」に

関して「投企」とは別の関係を探ろうとする試みも見られることだ。先述のとおり、「性」

的関係（「愛撫」）による「選び」という主題はすでに「捕囚手帳」にも現れていた。ここで

はさらに、先に「選ばれていること」、「創造されていること」としての「子であること（être 

fils）」と言われていたものとは異なる意味で、〈子であること（Filial）〉なるものが喚起され

ていることは指摘しておこう。前者において、生み出された「子」はいわば「自我」自身で
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あるのに対し、後者においてはいわば「自我」が〈女性的なもの〉との関係のなかで「子」

を生み出してゆくこととして捉えられているのである。  

 このように見てゆくと、レヴィナスは、30 年代から 40 年代にかけて、ハイデガー（およ

びサルトル）における被投性の概念の問いなおしを通じて、過去および未来との関係を、被

投性／投企の対ではなく、〈父〉との関係―それによる「子であること」（＝創造、選び）

／〈女性的なもの〉との関係―それによる「子であること」（＝繁殖性）の対として捉え、

そこを土台として自らの哲学体系を構築しようとしているとすら言いうるように思われ

る。 

 

 

7：『全体性と無限』（1961 年）―企てられていたこと 

 

 ここまで年代順に論の展開を追ってきたのは、以上で確認してきたような視角から『全体

性と無限』の企図を捉え直すという見通しに基づいてのことである。というのも、上で示さ

れた被投性／投企にとってかわる創造／繁殖性の統一態こそ、同著の結論部にあたる第四

部で展開されている根源的時間性の議論の骨子をなすと考えられるからである。  

 周知のように、第四部では、「顔」を有した「他人」とは概念的に異なる「女性的」な「他

者」との関係をめぐる「エロスの現象学」が提示され、ついで、私とは異なると同時にある

仕方で「私がそうである
．．．

」ところの「息子」との関係や、「存在論的カテゴリー」としての

「繁殖性」といった考えが示されている。こうした議論に基づき、第四部最終節で行なわれ

ているのは、ある種の根源的な時間性―「真の時間性」（TI, 314）―をレヴィナスなり

に提示することである。ところで、この「真の時間性」が次のように定式化されているのは

見逃すことができない。 

 

「時間とは、決定的なものが非‐決定的なものとなることである。完遂したものがつねに再開す

るような他性である〔…〕。時間の営みは、持続の連続性が可能にする決定的なものの宙吊りの

はるか先へと進む。連続性の断絶が、そしてこの断絶を通じた連続が必要だ。」（TI, 316f） 

 

 ここでは、「私」が自らの存在につねにすでに繋がれているという「決定」性を断ち切る

という観点が繰り返され、この「断絶」が、「再開」と相まって「時間」を構成することが

述べられている。上述のように、この発想は、まさしく 30 年代の論文から「捕囚手帳」に

かけて提示されてきたものである15。そして実のところ、こうした「連続性の断絶」と「こ

の断絶を通じた連続」を成り立たしめるものこそ、〈父〉との関係―それによる「子であ

ること」（＝創造、選び）／〈女性的なもの〉との関係―それによる「子であること」（＝

繁殖性）にほかならない。  

                                            
15 「捕囚手帳」にはさらにこうある。「時間とは、ウーシアの―さらには存在の実体論的定義の―基

底である決定的なものが決定的とならず、再開する可能性である。時間とともに赦しが存在の構造そのも

のとなる。」（Œuvre 1, 134） 
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〈父〉とは、上述のとおり、全き外部にあって、自らの存在の事実性を条件づける「起源」

である。しかし、この〈父〉による〈子〉の「創造」、「選び」は、ほかならぬ〈子〉を、自

ら選んだわけではない自らの存在に繋ぎとめるばかりであって、そこからの解放をもたら

しはしない。この決定的な繋縛を断ち切るものこそが、〈女性的なもの〉に託されていたわ

けである。〈女性的なもの〉とは、「未来」および「死」と同じようにして、けっして私の権

能のうちには含まれず、突如として生じる「出来事」の他性とされていた。ハイデガーにお

いて「未来」が開かれるのが、究極的にはほかならぬ私の
．．

死の先駆的了解に存しているのに

対し、レヴィナスにおいては、けっして私のものとはなりえない「死」のごとく自らの「権

能の彼岸」にあるものとの接触こそが「未来」―生み出される「子」―を開示する。こ

の〈子であること（Filial）〉こそが、断絶を通じた連続性を含んだ存在様態にほかならない。 

 振り返ると、「繁殖性においてエロス的なものが不可避的に未来を参照することが明らか

にする根底的に別様な構造」とは、主体が「自分自身
．．．．

にとどまりつつ、自分自身と他なるも

のである」ような構造であると言われている（TI, 305）。これは、自己の単なる更新でもな

ければ自己とは別に「子」を生み出すことでもない。それは、「子をもつ」と「子である」

の自己超越的な統一態としての「多元的に実存すること」（Œuvre 2, 99）を示すものと解さ

れるべきであろう。ハイデガーに対し、レヴィナスは、「被投性」／「投企」に代えて、「父

性」／「女性的なもの」、「創造」／「繁殖性」を据えることによって、「繁殖性」に基づく

「多元的実存」というかたちでの「超越」に根源的時間性を基礎づけようとしたと考えられ

るのである。 

 

 

結びにかえて ―「家族」と「性」 

 

「子」として生み出され、「子」でありつつ、新たに他なるものとしての「子」を生み出

してゆくこと―そうした「系譜＝親子関係」を時間性のモデルとする際、レヴィナスが「世

代（générations）」のことを考えていたのはまちがいなかろう16。だがそれは、ハイデガーの

「民族」に代えて「家族」、あるいはユダヤ的な「系譜」を持ち出すということなのか。そ

うすると若きレヴィナスが「ヒトラー主義」のうちに問いただした「血」の「繋縛」の問題

はどうなるのか。 

 われわれは、この点についてレヴィナスにおける〈女性的なもの〉という問題含みの概念

の地位がきわめて重要だと考える。レヴィナスが「家族」のメタファーにあえてこだわった

のは、「父」、「女性（ないし妻）」、「子」という具体的な形象を通じて、「断絶を通じた連続

性」を記述するためであったのはすでに見た。けれども、〈女性的なもの〉としてあえて性

差の問題をもち出さなければならなかったのは、家父長制の痕跡を多分にとどめた語彙し

かもちあわせていなかったというレヴィナスその人の限界もあるかもしれないが、概念的

                                            
16 「それ〔時間〕は、子の汲み尽くすことのできない若さによって刻まれ、諸々の世代（générations）の非

連続性を通じてよりよい
．．．．

ものとなる。」（TI, 301） 
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に、自ら「子」となることとしての超越（あるいは「再開」的な「誕生」）が、自己の単な

る反復あるいは複製（reproduction）とならないためには、有性生殖的な生殖（reproduction）

をモデルにしなければならなかったという要請があると思われる。たとえばソメイヨシノ

がそうであるように、無性生殖もまた「多元的な実存すること」をある仕方で可能にする。

同じときに、同じ実体が、多様な場所で「誕生」し、「多元的」に存在することができるか

らだ。だが、それは「同」の反復にすぎず、あるいは「融即＝分有」にすぎず、けっして非

連続性、「非決定的なもの」を生み出すことはない。対して、レヴィナスにとって、時間化

としての多元論的な超越としての「真の時間性」が「非決定的なもの」の「断絶」を通じて

可能であるためには、「有性生殖」がそうであるように、自らと「性」を異にするものとし

ての「他」、すなわち「他性」ないし「異性」が必要とされるのである。だからこそ、レヴ

ィナスにおける主体は（「雄」であれ「雌」であれ）「有性の存在（être sexué）」でなければ

ならないのだろう17。 

 なにがしかの「性」をもつものとして生まれ、「死」に出会い、また生んでゆくこと―

「繁殖性」の概念は、ハイデガーに対する彼なりの応答として、レヴィナスが長年にわたっ

て敢行してきた「人間の実存の豊かさの全体」を素描せんとする試みの一つの結実であった

だろう。 

 

 

Yotetsu TONAKI 

Geworfenheit ou fécondité ? 

― Projet caché de la critique de l'ontologie heidégerrienne chez Emmanuel Levinas  

 

                                            
17 「有性の存在―可能なものの彼方の可能なもの。〔…〕これは、一つの起源を有した被造物を特徴づ

ける。この起源において安寧を有し、自らの終焉を超えて繁殖性を有する被造物である。」（Œuvre 1, 389） 



「死ぬのに楽しい」（村上靖彦） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.10 2016 

104 

 

「死ぬのに楽しい」 

―訪問看護における看取りをめぐる現象学的な質的研究― 

 

村上 靖彦（大阪大学） 

 

 

１．看取りの楽しさと医療における道具連関 

 

＃「本来の死に方」 

1950 年の日本では 8 割の人が自宅で亡くなっていたが、1975 年には半々になり、1992 年頃

2 割を切るまでになった。2009 年には 12.4％の人が自宅で 78.4％の人が病院で亡くなってい

る1。このような流れのなかで在宅でのがんの看取りのパイロット事業は 1980 年代なかばよ

り始まったが、1991 年より老人訪問看護ステーションが制度化され、2000 年の介護保険法の

制定など、在宅医療推進へと政府は舵取りをしている。病床数の不足、病院での医療費が膨

大になったという財政面の理由も大きいが、実践としても在宅での医療は患者本人と医療者

にとって満足度の高いものであることが知られている2。 

本研究は昨年、或る小規模の訪問看護ステーションで行ったフィールドワーク調査におい

て行ったインタビューの一部の分析である。このステーションでは当時 4 人の看護師が常勤

で勤務していた。このうち A さんの実践を参与観察するとともに、全員のインタビューを行

った。興味深いのは、この 4 人の語りはそれぞれ異なる切り口からのものだったことである。

A さんは保清と地域連携の重要性、B さんは介護をする家族の支援、C さんは患者や家族が

かかえる苦悩を聞き取ることの難しさを語った。そして本論で取り上げる D さんは、C さん

とは対照的に訪問看護の楽しさを語ったのだった3。それぞれの臨床現場は複数の人のインタ

ラクションから成り立つ。それぞれの見方・実践・経験は多様であるが、それぞれ十全な真

理である。それゆえ一つの現場の描像はピカソやブラックのキュビズムのようになるであろ

う。本論はキュビズムの絵画の画面の一切片に当たる。  

D さんは私がフィールドワークを行った訪問看護ステーションで 4 人目にインタビューを

とった看護師である（その後、2 回目のインタビューを行っているが、本稿は 1 回目のイン

タビューの内容を分析している）。看護師として 20 年ほどの実践経験があり、今の勤め先の

総合病院には 10 年ほどお勤めである。長く訪問看護部門への異動を願い出ていたが最近に

なって願いがかない、1 回目のインタビューのつい 5 か月ほど前に勤務を始めた。それまで

は内科、外科、精神科、東洋医学、と実にさまざまな部門を経験されている。  

                                            
1 「在宅医療の最近の動向」（2012）（厚生労働省）2015 年 9 月 6 日アクセス http://www.mhlw.go.jp/seisakunit

suite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/h24_0711_01.pdf 
2 核家族が進んだ日本社会において、介護する家族の負担については別に論じる必要がある課題であるの

は事実だ。 
3 論者は合計 8 人の訪問看護師のインタビューをとっており、そこではさらに異なる内容が語られた。 
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D さんの語りの特徴は、看取りの楽しさを何度も強調したことである。一般には死は患者

にとっても家族にとっても悲しいもの、苦痛なものとして捉えられているなかで、D さんの

語りは意外なものとなっている。D さんが念頭に置いているのは高齢者の看取りであるとい

うのが一つ大事な側面であろう。例えば若い患者を看取る場合の語りは本人にとっても家族

にとっても苦痛が前面に立つため、私が経験した看護師へのインタビューのなかでも描像が

全く異なる（『摘便とお花見』、第 2、7、8 章）。あるいは同僚の C さんは患者と家族の苦悩

に焦点を当てているので D さんとは大きく印象が異なる。しかしそのことは D さんの語り

の意義を減らすものではない。D さんが経験するなかで感じ取ったものもまた真理である。 

まずインタビューの末尾の部分を引用する。D さんは在宅で看取りを行う場合に、死が悲

しいものではなくなると力説してきたことを受けての語りである。  

 

村上－ 僕らの社会にとっては新しいですよね。  

D 新しいですか。ハハハッ。 

村上－ じゃ、ないですか。 

D ですよね。 

村上－ だって、そういう…。 

D 死ぬのに楽しいみたいな。 

村上－ ねえ、死ぬのが楽しいってね。 

D うん、うん。死ぬのが本来悲しいものじゃないっていうのが分かります。〔…〕あの、本当に、

亡くなられて、四十九日ぐらいに、あの、まあちょっとお花を持って集金に伺うんですよ、最後

の。そのときもね、「すごいねー、よかったー」と言ってもらえるんですよ。「ちゃんと家で看取

れてよかったー」といって。「毎日来てくれてたから、すごい安心感があったし」って言わはるし

ね。うーん。「ありがとう」といって、言ってはりますね。だから、本当にこう、しんみりってい

うのもないし。うん、うん、うん。終始笑顔。ウッフフ、フフフフ。  

村上－ へー。へー。あ、いや、うーん、それは何ていうか、すっ。何かがすごいおっきく変わる、

変わりますよね。で。 

D ああ、でも本来の死に方ですよ。なんかそんな気がする。（254） 

 

引用では「死ぬのに楽しい」と D さんは今までの話題を総括している。この楽しさは家族

が「よかったー」と言ってくれることにかかっている。「よかったー」という言葉は、自宅で

死んだことに満足しそれを肯定しているということであろう。「しんみりっていうのもない」

ということからそもそも悲嘆が生じないということが分かる（次の引用も参照）。この「よか

ったー」について考えていくことが以下のテーマになる。  

【持続する「よかった」】引用の「よかったー」は四十九日で語られたことである。つまり

死亡のときだけでなくしばらく時間がたってもこのよさが持続しているのである。ここから

                                            
4 以下、D さんの語りについては 1 回目のインタビュー逐語録（未公開）のページ数を挙げる。本論文

で引用する部分については D さんの承諾を頂いている。 
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「死ぬのが本来悲しいものじゃない」というテーゼが結びついている。持続するものが「本

来」のものとみなされるのだ5。 

【直観的な真理としての家での看取りの良さ】「〔死が悲しくないという発想は〕社会にと

っては新しい」、あるいは「〔今までの死生観と〕おっきく変わる」という私の問いかけに対

して、D さんは「本来の死に方ですよ。なんかそんな気がする」と答えている。死の楽しさ

は、訪問看護の登場によって新たに生まれた現象なのではなく、人間の本来の姿だというの

である。「本来の死に方」と感じるということは、実際に経験したうえで人間の本性にかなっ

ていると感じるということであり、それだけ自分の経験に説得力があるということであり、

ある種の本質の直観が話題となっている（つまり書物の知識ではないし、類例を集めて一般

化した概念でもない）。家族が「ちゃんと家で看取れてよかった」と語っているということ

は、D さんだけでなく家族も自宅での看取りの良さを予感し、実行することでその正しさを

実感するということである。論証によってではなく経験によって即座につかみ取られるよう

な〈直観的な真理〉が問われている。 

ここで「死への存在」と「本来性」を結び付けて論じたハイデガーの『存在と時間』を安

易に持ち出せるわけではないが、むしろハイデガーとの差異から D さんの語りの特徴を際だ

たせるために参照してみる。D さんの実践の骨格を明らかにするために、哲学の概念を補助

線として使ってゆく6。もちろん D さんが語っているのは、「本来の死に方」であって「死へ

の存在が現存在の本来性を構成する」ということではない。しかし D さんはインタビュー全

体にわたって、自宅において「本来」の姿を手に入れられたと語り続けており、とりわけ死

においてそれが明らかになると語ったことをこれから考えてゆく。つまり本来の自己性を手

に入れるという意味では「本来」性が問題になるが、定義がハイデガーとは異なるものとな

る。そこが以後の論点となる。 

 

 

２．訪問看護の楽しさ 

 

＃自宅と享楽 

さて、インタビューでは看取り以前にそもそも訪問看護という仕事全体に対する楽しさが

語られた。訪問看護の実践全体を見たときに、患者や家族にとってのよさと、看護師にとっ

ての「よさ」とが連続していることがはっきり語られる。  

 

D 〔新人のころ〕ここの訪問看護ステーションにちょっと 1 日だけお邪魔して。実習さしてもら

                                            
5 これから、インタビュー読解の技法上の注目点を注で補足してゆく。この部分、そして以下の分析からさ

まざまな語法上の特徴、文法上の特徴からこの「持続」のテーマが導き出せる。分析の目指すところは、

実践の大きな流れ、とりわけ時空間構造を描き出すことだが、それは語り手の構えなので、さまざまな形

で現象するのだ。 
6 インタビューの語り、哲学の概念、そして私の分析がからみあう書き方を方法的なポリフォニーであると

考えている。ここではハイデガーの議論との「ずれ」が大事になってくる。哲学の概念からのずれのおか

げで、実践の大きな枠組みが照らしだされる。 
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ったんですよ。そしたらすごく楽しくって。で、えっと、ちょっと行ってみたいなと思ったんで

すよ。で、免許取りたての頃なんで、あのー、訪問看護に全然興味なくって、むしろ行かないで

やろうと思ってたんです。でも、そのー、勉強会に行かしてもらって、で、まああの、実習さし

てもらったら、すごく楽しかった。 

村上－ おー。その、楽しさというのは？ 

D 何でしょう。多分、在宅に、家に居るっていうことがすごくこう、が、人間って家に居るのが

すごく合ってるっていいますか。あ、べ、やっぱし入院っていうのは特殊なことで。あのー、「本

当のその人のおうちじゃないんだな」って。で、やっぱり家に居る患者さんっていうのは、すご

くこう、伸び伸びしてるし、表情もいいし、元気。  

村上－ うん、うん、うん。 

D うん。で、まあ、あの、ちょっと病気は持ってるけど、そうやってこう、私たちがサポートし

ながらだったら。家で過ごせるっていう部分があるので。うん、『いい職業だな』っつうか。 

村上－ うん、あ、なるほど。 

D 『楽しいけどな』って思ったんです。やっぱり病棟に居るときには分からないっていうか、や

っぱりちょっと実習とかで絡んでもらって、そういうのを見ないと、良さが分からないですね。

（4） 

 

【患者の享楽と看護師の享楽との連続性】家では患者が「すごくこう、伸び伸びしてるし、

表情もいいし、元気」という患者の状態の良さが、「すごく楽しかった」という D さんの実

践にともなう享楽を帰結している。患者の状態のよさこそが、看護師の「いい職業」という

満足を引き起こしている。これを「身体の享楽」と仮に名づけて概念として使ってゆきたい。

重い病気を持つのだから、この楽しさは身体 Körper の水準のものではない。生きられた体験

の水準での身体 Leib の元気さである7。 

【家の本来性】病院では病に焦点があたるが、在宅では「病気は持ってるけど〔…〕家で過

ごせる」と、病気は持ち物として二次的な位置に置かれる。生活こそが中心になることが、

「伸び伸びしてる」という身体の享楽回復と連動している。家は身体の享楽を手に入れる場

所として位置づけられている。「家にいるのがすごく合ってる」から、など多用される「すご

く」が自宅の本来性に関わる修飾語となっていることが、これからも何度か確認される 8。入

院は「特殊なことで」ということはやはり家が「本来」の居場所だという主張である。  

さらにここでは新人看護師のときの経験を語っているのだが、現在形で語られているため

に、語法上現在の訪問看護の描写をしているかのようである。過去と現在とが連続している。

そのことで訪問看護の良さが、時間を超えて妥当するものであるという印象を与えることに

なっている。この過去と現在の連続性は、冒頭の引用で看取りの瞬間と四十九日のあいだが

連続的に語られていることと同じ構成である。時間的な隔たりを無視することによって、D

                                            
7 語りのなかで、形容詞や副詞の主語が誰なのか、何なのかは注目点となる。ここではまず「楽しい」「元

気」という気分が先にあり、それが患者とも看護師とも分かち持たれている。 
8 多くの語りで、強調したいことに使われる特徴的な口ぐせや言い回しがある。 
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さんは本来性を語ろうとする9。 

【経験してみないと「分からない」】ところで「分からない」は D さんの語りのキーワー

ドになっている。実際に経験してみないと分からない10。新人看護師だったころの D さんは

「訪問看護に全然興味なくて、むしろ『行かないでやろう』」と思っていたのだが、実習で経

験することで『良い職業だな』と 180 度印象を改める。この変化のコントラストが面白いが、

「絡んでもらって」経験してみて初めて「分かる」がゆえにこの変化が生じる。経験によっ

て「分かる」〈直観的な真理〉が、理屈ぬきに持続するのだ。「本来」のものは経験して初め

て「分かる」のだ。経験によってのみ与えられる理解と「本来」性は連動している。病棟で

の勤務にしても、訪問看護にしても、実際に業務をしてそのモードのなかに入っているとき

にはそのモードのなかで充足する（「分かる」に対し、「思ってる」は、まだ他のモードを知

らないがゆえに「〔今の職場が〕楽しいと思ってる」という無知を示している。その意味では

「分かる」と「思ってる」は対立する）11。 

【内言の意味】語法上のコメントを少し加えたい。D さんの語りではときどき、ひとりご

とのような心のなかで自分に語る言葉が直接話法で登場する。この内言には二重かぎ括弧

（『』）をつけてあるが、ここで実感を伴った感情や意志が表現されている。それゆえ内言を

追うと、D さん自身が事象をどのように経験し、どのような実践を行っているのか、経験の

軸と流れがわかる。内言が登場するときには、D さんは状況に身体的にコミットしており、

状況から触発されるなかで、実感に基づいた語りを行う。それゆえ内言は状況へと応答する

実践を反映しており、「分かる」という直観的な真理と関連する12。 

【「ちょっと」と「やっぱり」】この「分かる」という経験による気づきを形容するのが「ち

ょっと」である。思いがけなく新たな了解がえられたので「ちょっと」という控えめな表現

なのだが、実はこれは経験の新たなモードの発見なので大きな意味を持っている。  

この経験してみないとわからないというモードへの内在は、「やっぱり」「なかなか」とい

う二つの修飾語でニュアンスが示されている。「ちょっと」で開かれた「分かる」のモードは、

                                            
9 文法、特に時制は、自覚していない実践の構えを反映する。 
10 「分かる」をディルタイやハイデガーの用語である「了解する verstehen」と言い換えても良いであろう。

知的な認識とは異なる仕方で行為連関に親しむこととして「分かる」のである。アリストテレスならこれ

をフロネシスと呼ぶであろう。「分かる」は際立つモチーフであるが、大事なことはそこでどのような経

験が生きられているのか、その運動へと参入することである。 

「現存在は、これこれしかじかに存在していることを、そのつど了解してしまっている、ないしは了解

してしまっていないという在り方において存在している。そうした了解として現存在はおのれ自身に対

して、言いかえれば、おのれの存在しうることに対して、己が取るべき立場
．．

を「知っている」。」（「現存在

は、しかじかのありさまで存在することを、そのときどきにすでに了解している〔…〕という様相で存在

している。」ハイデッガー、『存在と時間』、細谷貞雄訳、ちくま学芸文庫、原著 144/邦訳上巻 312：以下

SuZ と略し原文の頁数を載せる。） 
11 同義語と対義語は分析上の注目点となる。 
12 バフチンはドストエフスキーの小説がさまざまな声からなるポリフォニーであることを示したが、同時

にポリフォニー小説が、実は内言（自意識）と内的対話を出発点として発展してきたことを示した。内言

こそが、語り手の個別性を作り出し、それゆえ複数の語り手の多様性を可能にするのだ。D さんの語りに

おいても内言が軸となって語りのポリフォニックな展開が生まれる（ミハイル・バフチン、『ドストエフ

スキーの創作の問題』、桑野隆訳、平凡社、2013 年、とくに第 1 部第 1 章と第 2 部第 2 章を参照）。実は、

これは私たちの普段の会話の特徴そのものである。会話の語りは、つねに独り言の語りと、他の人の語り、

他の人へと向けられた内的対話を含みこむことで重層化している。 
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参入してみることで「やっぱり」というように確認される。これからの引用でも頻出する「ち

ょっと」と「やっぱり」は自宅での生活のモードの発見に関わってゆく。  

 

＃看取りと身体の享楽性 

このように在宅医療における道具連関と享楽の維持は、看取りにおいても当てはまる。  

 

D 実際、最初から今までずっと楽しいですよね。実際やってみて。フフフフ、何が楽しいのか。

やっぱり、うん、やっぱりそう、さっき言ったようなことで、うん、なんか病棟に入院してる患

者さんっていうのは、やっぱりこう、食欲もないし。まあ同じ病気であっても、なんか皮膚もか

さかさだし、なんかすごく元気がないんだけど、やっぱり同じ病気でも、まあ、確かに退院し、

できない状態で家に帰ることもあるんですよ。まあ看取りで。帰ることもあるんだけど、それで

も元気になるんですよ。なんか、皮膚も全然すべすべできれいで。うーん。声も違うし、表情も

違うし。うーん、まあ、死ぬために家に帰るんだけど。病院に居るときよりも元気ですわ。（4-5） 

 

「最初から今までずっと楽しい」と、ここでも過去と現在を連続させることで「実際やっ

てみて」分かる「本来」性を表現している。自宅が「やっぱり」良いのは「やっぱり」元気

だからだが、その楽しさを知ったがゆえに訪問看護は最初から今まで「ずっと」楽しい。一

度「本来」性のモードに入ったときには楽しさが持続するのである。  

【享楽の場としての自宅】患者が自宅にもどるときには、「元気もある」「皮膚も全然すべ

すべできれいで」と体の状態の改善や「声」や「表情」と連動している。享楽としての身体

が生まれる。自宅は身体の享楽の定立という根源的な現象を下支えしている。それゆえ家が

本来の場所なのである。 

【死への直面と身体の享楽性】それに対し、病院では「なんか」「皮膚もかさかさだし」「な

んか」「元気ない」となる。在宅では「まあ」看取りなのだが「皮膚も全然すべすべで」元気

である。退院「できない状態で家に」帰り、生物学的には死を間近にしているのだが、それ

でも「元気」であるという、なにか生理学や医療とは別の水準での身体性が話題になってい

る13。「死ぬために帰るんだけど〔…〕元気」という逆説は冒頭の引用の「死ぬのに楽しい」

という逆説と呼応している。生物学的な死が接近しているのにもかかわらず、楽しさや元気

さが現象する。体験としての身体 Leib の水準での元気さと楽しさが一貫して問題になってい

る。 

享楽を回復する可能性は、ある独特な身体性の水準の回復にかかわっている。そしてこの

水準は、死へと直面することでさらに際立つのだ。とはいえ、一つ前での引用でも訪問看護

一般で患者が元気になることが確認されていた。看取りが特殊な身体の享楽を生むのではな

く、在宅医療全てにわたって実現する身体の享楽あるいは心地よさを感じる身体が、看取り

においてもなお際立った仕方で継続するということなのだ。  

                                            
13 フッサールの用語を使うならば、Körper ではなく Leib である。看護師にとっても声や皮膚で感じ取れる

ということは、患者の Leibkörper を通して Leib の良さを感じ取るのであろう。 
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ハイデガーが不安を経由して死への存在を論じたのとは対照的な描像である。単に死が不

安と結びつくのと、楽しさに結びつくのとの違いだけではない。全体の構図のなかで不安と

楽しさの対比は道具連関の脱落を経由するのかしないのかの違いに関わる。ハイデガーにお

いて、死への直面が重要なのは、道具連関からなる日常性の外側に位置するがゆえに現存在

の全体性を構成する要素だからだった。不安が重視されるのは、道具連関全体を脱落させる

ことで（SuZ 186）、死への存在を際立たせるからである（SuZ 266）。逆に、D さんはむしろ日

常の道具連関を維持しようとする。さらに D さんにおいて死の楽しさは、「家で看取れてよ

かった」という言葉にかかる。つまり「家」において（入院時に失った）生活の楽しさを取

り戻すことが話題になる。死は楽しさを際立たせるがゆえに「家」という（道具連関が支配

する日常性の）場所において看取る行為が成立し、D さんが「本来のもの」と呼ぶものが現

れる。これが何なのかをこれから考えてゆきたい14。 

 

＃死が自宅の本来性を明らかにする ―個体化 

看取りにおける自宅の機能へと議論を進めよう。  

 

村上－ おー、ほ、それは面白いですね。ほー。  

D 面白いです、はい。なので、まあ話してても違いがすごく分かるから、うーん、『やっぱり家が

いいんやな』って。『家で死にたいというのはこういうことなんやな』って。うーん。 

村上－ あー、なるほど、うん。 

D まあまあ、人ってなんか家、畳の上で死にたい。昔〔から〕よくいうじゃないですか。もー、

でも、実際は多分もう死ぬときにならないと分からないと思うんですよ。本当何がいいのか、畳

の上で死ぬことが何がいいのか分かんない。やろうけど、やっぱり家だと人ってくつろげるし。

まー、やっぱり家に居るのが本来なんですよ。人っていうか、『自分なんやんな』って、『そうい

うことなんかな』って思ったんですけどね。（5） 

 

【「死ぬときにならないと分からない」】ここでも「分からない」が登場する。先ほどは、

看護師が在宅医療を体験してみないとそのよさが「分からない」ということであった。今度

は、なぜ「畳の上で死にたい」のか、「多分もう死ぬときにならないと分からない」という。

さらに患者の「分かる」を経由して再び看護師も『家で死にたいというのはこういうことな

んやな』と（内言で表現される直観的な真理として）「分かる」のである。D さんは「話して

てもすぐに違いが分かる」というように、死を控えた患者の言葉における身体の享楽の表出

から直観的に学ぶ。 

【語りかける文末】もう一つ、語法からわかることは、ここでは「よくいうじゃないです

か」「思ったんですけどね」と、語りかける文末が多用されていることだ。つまり、内言で自

分の直観を語るとともに、聞き手である私に強く向けられた語りでもあり、「在宅の看取り

は本来のものである」という彼女の強いメッセージを示している。インタビューを用いた現

                                            
14 ここでもハイデガーと対比することで D さんの特徴が際立つ。 
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象学的研究においては、聞き手（の立ち位置、聞き方 etc.）が内容に構成的であり、消すこと

ができない（現象学遂行的傍観者は透明ではありえない）。分析すべき状況のなかに研究者

が巻き込まれるという解釈学的な循環が起きる。聴き手である研究者へのメッセージとして

データが与えられるのだ。 

【死を前にくつろぐことで本来性が明らかになる】「実際は多分もう死ぬときにならない

と分からない」、つまり元気なときにはまだわからない理解が本来性をなしている。死が切

迫して感じられることで初めて本来のあり方が明らかになるのである。ただしハイデガーが

論じた現存在の全体性の開示としてではない。身体の享楽が第一の「本来」のものであり、

享楽の根本的な開示が死の切迫においてなされるということである。そして自宅が本来の場

所であるということは、死との関係において享楽の源泉が自宅にあるということが明らかに

なるということだ（もちろんゴミ屋敷になっているような状況であれば、施設の方が良い場

合もあるであろうが）。 

先程は家において享楽を基盤として悲しくはない死が現れた。今回の引用では死において

初めて家のよさがわかると順序が逆になっている。これはカントをもじっていえば、前者が

存在論的な根拠で後者が認識論的な根拠である（『実践理性批判』序）。楽しむという第一の

本来性は、自宅において実現しているが、それが「分かる」（了解できる）のは、死に直面し

たときなのである。 

「人っていうか、『自分なんやんな』」という「自分」の回復というところにもこの本来性

（直観的な真理）が表現されている。享楽ゆえに、自分自身にほかならない者として個体化

するのだ（これとハイデガーとは異なる）。家におけるくつろぐことの実現において自己が

固有性を回復するのである。そしてこれが死へと直面する仕方でもあるのだ。死への存在と

しての本来性と、享楽としての個体性とがここで結びあわされるのだが、それは享楽こそが

個体化の核でありかつ、逆説的ながら死において享楽の源泉としての身体とそれを支える環

境が露わになるからであって、死そのものが個体性の鍵であるからではないということにな

る。在宅における死の切迫は、享楽という本来性が開示される特異な場所だというのだ 15。 

【ハイデガーの道具的な気遣いとレヴィナスの享楽】日常性と楽しさを結ぶために補助線

となるのは、レヴィナスの「享楽 jouissance」という概念である16。レヴィナスはハイデガー

が配慮 Besorgen という言葉を宛てた道具使用がつねに、その行為を楽しむという側面を持つ

ことに注目する。 

 

私たちは「おいしいスープ」を、空気を、光を、光景を、労働を、観念を、睡眠を、その他様々な

ものを生きている。ここではそれらは表象の対象ではない。私たちはそれらを生きているのだ。17 

 

レヴィナスは、あらゆる行為には「享楽」が随伴すると考える。つまり道具を使用する行

                                            
15 さまざまなモチーフの存在論上の順序を見誤らないようにしないといけない。 
16 E. Lévinas (1961/1990), Totalité et infini, Essai sur l'extériorité, La Haye, M. Nijhoff, 1961, coll. «Livre de poche», 

1990. 
17 Lévinas (1961/1990), 112. 
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為のなかにも享楽がともなう。この「享楽」は、個体化の基盤となる。道具連関が他の道具、

他の道具使用へと送り返されてネットワークを形成するとともになにか別のもののための

目的論をなすのに対し、享楽はそれ自体が楽しいのであって、享楽の出来事それ自体のなか

に自足する。この自分自身へと巻き込む運動において、原初的な個体化が生じると『全体性

と無限』のレヴィナスは考えている。 

【死の共同性】もう一点、ハイデガーからのずれを用いて医療実践を定位したい。ハイデ

ガーは自分だけが自分の死を死ぬという単独性を強調する 18。ハイデガーが推奨する視点を

とったときにはそれは事実かもしれない。しかし死が持つもう一つの側面は、一般には「誰

かとの共同作業においてのみ十全に個体化する仕方で死ねる」という死の共同性である。し

かも共同であるだけでなく、看取りにあたって周囲の人が経験することもその人の死の一部

である。 

死を共同で作れない場合、死は単なる生物学的な死亡以外のものではなくなる（すでに死

が避けられないなかでの無用な延命措置の果ての「死」を迎える場面を例として考えても良

い。そのような場合、たしかに医療者は患者を取り囲むが、彼らが扱うのは生理学的な機構

（=モノ）としての身体であり、人間関係を共にしている患者ではない。苦痛に満ちた人工

呼吸器或いは苦痛を抑えるための鎮静のなかで、患者は自らの死を固有なものとして受け止

める場面を失うであろう。逆に患者が穏やかに死を迎えてゆく場合は、家族に囲まれるにせ

よ、医療者のサポートを受けるにせよ、あるいは周囲の関わりを拒むにせよ背景にある共同

世界のなかで自分の死を生きることになるであろう）19。 

 

 

３．病院と自宅の対比 ―道具連関のなかの享楽と個体化・個別化 

 

＃病院における享楽の消去 

こうして在宅での医療の構図が明確になってきたので、病院での医療を D さんがどのよう

に見ているのかを確認したい。繰り返すと D さんは 20 年ほどのキャリアのほとんどを病院

のさまざまな科で過ごしている。 

 

村上－ 話の感じの内容が違うとおっしゃったのは、どんなふう。  

D 内容っていうか、内容というか、あの、声の張りだったり。  

村上－ うん、あー、そうか。 

D あの、前向きな発言っていうか、あの、楽しいことを話されたりそういうことなんですけど、

                                            
18 「こうして、〔死への存在という〕先駆とは実は、ひとごとでない

．．．．．．．
もっとも極端な存在可能を了解するこ

との可能性なのであり、とりもなおさず、本来的実存
．．．．．

の可能性なのである」（SuZ 263）。 
19 もちろん、いつの間にか一人で死んでいるという場合もある。その場合も、（家族でなくても良いが）日

常的にサポートが有るなかでたまたま一人のときに死ぬということに死の共同性が現れる（死は死にゆく

プロセスなので、死亡の瞬間だけのものではない。訪問看護がかかわる一週間から一か月のプロセスすべ

てが死なのである）。 
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はい。うーん、ねー、だ、やっぱり病院に居るときってこう、痛みがあ、あったり、だ、でも集

中するんですよね。だから何にもないもんね、病院って。やっぱりベッドで、ね、壁と天井だし。

ずーっと居てくれる人も居ないし。多分刺激もないので。『しゃべることがないのかな』と思っ

て。返ってこないからと。テレビ見るぐらいしかないって。ねえ、なるべくこう、〔…〕うーん、

だからある程度重い病気でも、『家で過ごしたほうがいいんじゃないかな』とか。うん、うん。

（5） 

 

自宅に戻った患者の語りの変化は「内容というか、あの、声の張りだったり」である。話

の内容も違うがそもそも身体性が変化する。身体の享楽が立ち現れる。そして話の内容にし

ても「前向き」「楽しいこと」という享楽へ向けてのポジティブな方向付けという質的な変化

に主眼がある。 

【病院の道具連関】病院では病に関心が集中し、医療器械の道具連関に閉じ込められる。

医療において身体は道具連関による事物的な操作対象として前面に位置づけられ、自宅での

生活では道具を使う主体として背後に退くという対比でもある。家では患者の身体は道具を

使い享楽する主体であるが、病院では処置の対象であり事物である。 

さらに病院の道具ネットワークでは享楽が不在になり、「〔返事が〕返ってこない」という

ように対人関係も制限される。このとき「痛み〔に〕集中する」ことになる。ここでは痛み

は享楽の対立物である。つまり対人関係から切り離されて、意識が病に集中して、本来自分

がそこで存在する「生活」が消える。意識を生活からそらして病に集中することと生活のな

かで享楽を得ることが対比されている。 

いいかえると、（享楽へと開かれた道具連関である）生活の連関が断たれることと、享楽の

不在が連動している。「何にもない」に享楽の欠如が表現される。それに続けて「刺激もない」

「しゃべることがないのかな」「〔返事が〕返ってこない」「テレビを見るしかない」と（行為

や対人関係に伴う）さまざまな不在において享楽が断たれていることが畳み掛けられる「ね」

とともに表現されている。このとき病に焦点化した病院の道具連関と、医療者の注意が病気

の部位（事物としての身体）に焦点化することと、患者の意識も病に集中することとは、構

造上の相関を持つ。このように病院の道具連関のなかで痛みが地に対する図として全面的に

前景化するのだ。享楽を欠いた道具連関として病院が提示される20。 

病院では『しゃべることがないのかな』であるのに対し、『家で過ごしたほうがいいんじゃ

ないかな』と自問自答する。ここでの内言は目の前で展開する場面に立ち会って触発された

感想であり、それゆえに直観的な真理に関わる。自宅での看取りにおいて享楽を確保すると

いう筋書きができる。 

 

＃病院と個体性の喪失 

レヴィナスは、人間の個別性が失われる多様な現象をまとめて「全体性」と呼び嫌悪した

                                            
20 病院と家の違いが問われているが大事なのはその構造上の違いを描き出すことである。ここではハイデ

ガーの概念で両者を分析したうえで差異を考えようとしている。 
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（ハイデガーがポジティブな意味で使った「全体性」を批判する意味もあるが、本論では両

者は異なる「全体性」であると考えて議論をすすめる）。全体性からいかにして「分離」して

個別性を確保しうるのかという方法の探求が『全体性と無限』という書物の主題だったと言

ってよく、レヴィナスは、この分離の基盤に「享楽」を見出している21。ここにはある直観が

はたらいている。つまり不眠や収容所体験といった完全に享楽が失われる状態において、（自

分が自分になるという）個体性も失われるのであり、これを彼は（何物もないがただ存在す

るという出来事だけが残る状態として）「ある」と呼んだのだった22。つまり享楽の確保と喪

失が、個体性の確保と喪失と連動している。道具の連関それ自体には人間の個体性を保証す

る契機がない。D さんにとっては病院もまたこのようなレヴィナス的全体性の例として登場

している。享楽を喪失したときに個体性が失われるのだ。  

 

D 内科と外科っていったら、ちょっとね。手術するかしないか、内科で切る、診るかですけど。

実際そんなには違わないです。 

村上－ あ、そうなんですか。 

D なんか、看護する側とすると。うん。病気の、あのー、違いがあるんですけど。確かに治療薬

とかお薬とか管理の仕方が違うんですけど。でも、やっぱりこう、全身、全体を見てやるので、

何だろう。あんまりこう、この人、この病気ばっかし、やっぱりあの、一人の患者さんがいろん

な病気持ってたりするので。だから、あんまりこう、違和感がないっていうか。  

村上－ あ、そうなんですか。 

D この病院、この病棟に入ってるけども、違う病気も持ってる。なので、そういう人がかなり増

えてるんですよ。最近、糖尿だったり高血圧だったりというのを持ってて。で、手術もしてて、

っていうのがあるので、だから、あんまり違いがないですね、最近は。 

村上－ あー、ほ、ほとんど。 

D 病棟は違うけど。 

村上－ あ、そうか。 

D 一応何々病棟って決まってるけど入ってる患者さんの病気がみんな同じような感じがする。（7） 

 

【患者の画一化】入院患者の看護は病気ごとに「違うんですけれど」、しかし患者全員がい

ろいろ病気をもっている。「だから」「あんまりこう」違いを意識しない。「全体」として患者

を見たときには差異はあるのだが、差異が消えてゆくのだ23。 

                                            
21 『全体性と無限』では、実は一般に思われているように顔との倫理的な関係が、全体性からの分離を保

証するわけではない。まず享楽が分離のモデルとなり、享楽のなかにさまざまな具体的な分離のモードが

派生する。倫理はそのなかの一つに過ぎない。 
22 「夜の空間があるが、それも空虚な空間ではない。透明さは私たちを事物から区別するとともに事物へ

の接近を可能にする。透明さによって事物は与えられる。暗さは透明さを内容物のように満たす。空間は

充満しているが、何ものもない無によって充満している。」（E. Lévinas, De l’existence à l’existant, Vrin, 1947, 95）；

「覚醒は匿名である。不眠においては私が
．．

夜を見張っているのではない。夜自身が覚醒しているのだ。〈そ

れ〉が覚醒している。この匿名の覚醒のなかで、私は完全に存在へと曝されている。そこでは私の不眠を

満たすあらゆる思考は何物でもないものへと
．．．．．．．．．．

ぶら下げられている。」（ibid., 111） 
23 「違わない」という特徴的な描写が出てきたときに、それを全体の構図のなかに位置づける。逆に言う
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病気が重なることで患者は匿名化し、患者の姿も看護師の役割もひとつに統一されてゆく。

患者は一人ひとり全く違う人物であるし、そもそも病気も違うのだが、多くの患者が複数の

病気を併せ持つとき、医療行為を行う看護師の視点からすると、多様なはずの患者が「あん

まり違いがない」「患者さんの病気がみんな同じような感じがする」となってしまうのだ。さ

らに、特定の部位にこだわることもなく、全体として身体を眺めるとき、患者たちは同じよ

うに見えてくる。患者の身体は未規定的な Körper となるのだ24。 

このように患者の差異が消えていく感覚は D さん独特のものかもしれない。少なくとも他

の看護師とのインタビューから受ける印象では、一つの病棟に長く勤める看護師は一人一人

の患者の細かい違いと特異性に敏感になってゆくように感じる。しかし在宅と病院と俯瞰的

に対比したときに感じられる D さんのような視点にも理がある。おそらく病はそれぞれ違っ

ても「いろんな病気」というひとくくりが可能なのであろう。つまり病一般に注目する以上、

患者が画一化してゆくような視点の取り方がされている。D さんの視点からわかることは、

病という身体の生理的側面に集中することで患者が医療器械（道具連関）の操作対象となり

画一化されてゆくということである。主体・自由・享楽を失うこととこの画一化は関係して

いるであろう。 

【看護師の画一化】逆側から見ると、看護師の働き方も「さまざまな病に同じような処置

をする人」として画一化してゆく。つまり病に焦点化され、生活と享楽の視点が失われるこ

とで、患者も看護師も置き換え可能な「匿名の人 das Man」となってゆくのだ25。患者が病に

焦点化され、病が患者の存在の換喩となるにしたがって、身体の享楽という側面は背景に退

いてゆく。ハイデガーが指摘した道具的世界における人々の匿名性は、享楽が不在になると

きに際立ってくるのではないかということがここでは暗示されている（後期ハイデガーの言

葉で言うとゲシュテルとなるであろう）。そして個体性は死への存在としてではなく、（レヴ

ィナスの享楽においてそうであるように）「表情」の違いといった「楽しいこと」の可能性に

よって実現する。 

つまり自宅という身体の享楽を実現する場所は、道具連関の多様性と個別性ゆえに、むし

ろ個別性を作る装置となっている（先ほどは、享楽自体が自分自身になる個体化の契機であ

ることを確認した。個体化と（他の人と自分が区別されるという）個別化が連動する）。 

 

＃在宅の患者の多様性 

かなり時間が経ってから在宅での患者の姿が多様であることが語られた（D さん自身はお

そらく先ほどの語りを意識していない）。 

                                            
とさまざまな要素を位置付けられるような概念の枠を設定できると良い。 

24 細野知子さんの指摘による。 
25 「共同存在にはこのような疎隔性がぞくしているということは、とりもなおさず、現存在は日常的相互

存在としては、ほかの人びとの司令下にある
．．．．．．

ということを意味する。現存在がみずから存在しているので

はなく、ほかの人々が彼から存在を取りあげてしまったのである。〔…〕その誰れかは、この人でもあの

人でもなく、ひと自身でもなく、幾人かの人びとでもなく、すべての人びとの総和でもない。その「誰れ
．．

か
．
」は、特にだれということもできない中性的なもの世間 das Man である。」（SuZ 126） 
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D うーん。なんか思うのは、やっぱりこう、その人によって全然違う。ですよね。まあ家が違うと

いうのは当たり前やけど。家のこう、環境だったり、こう、なんだろう。その人の性格とか、あ

と、家族の性格、家族のやり方、状況、全く違いますね、各い、家で。同じ病気だったとしても、

やっぱりこう、全然こう、違うので。なんか、どっちかっていうとそっち、それに合わせるって

いうのが多いです。やっぱりその人の家だし、その人も普段の生活をしやすいようなこう、家を

つくってるし。やってきてるので、「これは駄目、こうしなさい」っていうのはあんまり言わない

ですね。印象に残るっていうことは、まあ特にはないけど、うん。それぞれ違い過ぎて。『何を言

っていいんだろう』って感じ。うん。大事にしてることも全然違うし、『これぐらいできるやろ

う』って思うようなことをすごく難しがったりするし、うーん、『なんか人によっていろいろ違

うな、全然違うな』って思ってますね。（20） 

 

在宅では「その人によって全然違う」つまり他の人から区別されて個別化する。訪問看護

においては「同じ病気だったとしても、〔…〕全然こう、違う」のだ。この違いは「病」の違

いではなく生活に注目するからこそ生じている。環境、性格、生活の作り、大事にしている

こと、できることといった人物や生活をめぐるさまざまな違いがそれぞれの患者と家族の多

様性を生むであろう。あまりに違いすぎて、違いを具体的に語ることができないほどなので

ある。 

そして看護師の側もそれぞれの家に「合わせる」ことで、行動が多様化する。逆に病院で

は病と病院の事情に患者を合わせるので医療実践は画一してゆく。多様化する実践において、

D さんは訪問看護師として行為主体化する。逆説的だが、患者が個別化することで D さん一

人の行動が多様になるがゆえに、D さんの主体化に関わるのだ。 

享楽によって個別化するということは、それぞれの人、家族にとって享楽に支えられた道

具連関が異なる仕組みを持っているということでもある。享楽が個別性だということであり、

かつ享楽の現実化である道具連関においてその個別性は具体化するのである。  

 

D やっぱり病棟に長く勤めてたからこそいろいろとね、違いも分かるし。うーん、患者さんの具

合が全然違うのが見えるので。うーん、すごくこう、見た目も楽しいし。なんか、いろんな変化

があるのも楽しいし、変化っていうのは、家々によってやり方が違うっていうしってのもあるし。 

村上－ あー、そうか。あー。うん。 

D 病棟に居たら、やはり大体同じ仕事がグ、グルグルグルグル回ってますよね。まあ人は変われ

ど。うん、〔訪問看護では〕行く場所も変わるし、で、車で行き、行って。まあいろんな所に、い

ろんな家に行って。見れるのもあるし。変化があったり、ほんでまあ、一人で行っていろいろや

っ、やって、ね、割とちょっと達成感あったり、喜んでもらえたりするので。『ちょっと役に立っ

てるな』みたいな。ハハッ、フッ、感じはあるし、うーん。うん。まあ『今まで転々としてきて、

た知識がちょっと役に立ってるな』っていうのもあるし。今までの経験が、その辺が楽しいかな。

（25） 

 

冒頭で「違いも分かる」と言っているのは、表面的には病気の違いにもかかわらず患者が
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画一化してゆくと語った先ほどの引用と少し矛盾する。さまざまな病棟で勤務した D さんは

さまざまな病気に通じているため、「違いも分かる」。病棟であれば、「分かる」ことが患者を

画一化する視点につながるが、在宅では差異を強調する視点になる。おそらく、医療の規範

に合わせて実践を画一化していくのか、まずは患者の生活に合わせて多様化するのかという

視点の置き方の違いなのであろうが、在宅では「具合が全然違うのが見える」と、病の姿も

また個別化するというのだ。 

【地理的広がり】以前の引用では、患者が元気になることが訪問看護の楽しさとして語ら

れたが、この引用では、一軒一軒異なるという変化と地理的広がりゆえに「楽しい」と語ら

れている。元気さは、個別に生活スタイルを確保することによって生まれるから、元気さも

多様性と連関する。そして「車で行き、行って」という表現の「行く」のなかには地域全体

を看る視点が入っているという指摘も頂いた26。それぞれに特徴がある地域の環境のなかで

利用者の家があるのであり、利用者が持つ人間関係や資源のネットワークも地域の様子と切

り離すことはできないからである。 

在宅の多様性は画一的な病棟の看護との対比で語られる。変化とそれによって明らかにな

る個別性それ自体が看護師にとって享楽となる。逆に「同じ仕事がグ、グルグルグルグル」

回る病棟では享楽は失われるのである。 

【画一性 vs 統一】ただし D さん独特の理由もありそうだ。さまざまな病棟での勤務経験

がある D さんにとってさまざまな患者を一人でケアする訪問看護は、D さんが今までに身に

着けた多様なスキルを統合して役立たせる機会となっている。現場の多様さと、D さんの多

様な経験の統一が釣り合っているのである（病棟では同じことが看護師を画一化する。匿名

化する画一化と個体化する統一が対立するのだ）。現場の多様さが、D さんの今までのキャ

リアを統一し、固有の行為主体を作るのである。『ちょっと役に立ってるな』は今までのキャ

リアが統一されて、新たな主体化ができたということである（享楽において人は自分自身へ

と個体化するが、行為を司るときには主体化といえる）。  

【語法についての注】内言で示されていることに重さがあり、また「ちょっと」はやはり

新たなモードへの参入することで新たな主体の在り方が形成されることのシグナルとなっ

ている。 

 

 

４．在宅医療の時空間構成 

 

＃病の周縁的配置 ―時間篇 

病院では病に焦点があり、自宅では生活に焦点がある。このことでケアのあり方が大きく

変わってくると D さんは感じているというところを見てきた。そこから在宅独自の時間性が

生まれる27。 

                                            
26 青木さぎ里さんの指摘による。 
27 それぞれの実践は必ず特異な時空間構造を持つ。これを描いていくことは質的研究のステップの一つと

なる。私はこれを実践のプラットフォームと呼んでいるが、メルロ＝ポンティは制度化と呼んだ。実践が
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D やっぱり病院に居るときっていうのはびょう、その病気に対していろんな治療があったりして。

それプラスこう、しんどい部分を取ってあげるっていうことがメインなんですけど、やっぱりそ

の、在宅は予防とかです。あの、異常の早期発見とか、その辺がメインになってくるので。やっ

ぱりちょっと視点が違うっていいますか。うん、視点が違うし、うん。かといって、どっちが楽

しいっていうわけじゃなくて、やっぱし今のほうが私は楽しいんですけど。うーん。で、まあ、

あの、家でこう、安全にこう、安楽でこう、病気悪化せずに過ごすには。『今の生活はどうなん

か』とか、あのー、『食べてる物はどうなのか』とか。あと、あの、『誰か何か他に手伝いが要る

んじゃないか』とか、『お風呂は入れてるんやろうか』とか、その辺を見ていくので。 

村上－ あ、ほう。 

D うん。 

村上－ あ、なるほど。あ、そうか。い、じゃあ今全部つながるんですね。この予防とか早期発見

と、その生活を見るってことが。 

D はい。そうです、そう。はい、はい。 

村上－ うん、うーん。 

D 状況を、生活の状況を見る、見て。その辺をちょっと判断していく。で、もしわか、あの、異

常があれば、主治医に報告書を渡して、報告したりとかして判断、または指示もらったりとかす

るんですけど。（10） 

 

「どっちが楽しいっていうわけじゃなくて、やっぱし今のほうが私は楽しいんですけど」

というのは矛盾した語りだが、それゆえにこそこの「やっぱり」が本来のモードを指し示し

ていることがわかる。 

病院と在宅では患者も看護師もモードが異なる。この対比は「やっぱり」という言葉で表

現されている。病院では「病気に対していろんな治療」というように病気で「しんどい部分」

に焦点がある。在宅では病ではなく生活に焦点がある。「今の生活はどうなんか」という生活

の問いが出発点となる。そのなかで欠けているものや、できていないことを補おうとする。

これらは医療処置ではなく「食べ物」や「お風呂」といった享楽に関わる。つまり生活は常

に享楽の確保とつながっている。 

【予防と早期発見】生活に目が向いたときには時間性に変化がある。生活に重心が置かれ

るとき、病への視線の取り方も変化する。直接治療のために病に注目するというよりも、「在

宅は予防」重視であり、「異常の早期発見」がめざされる。つまりいまだ生じていない未来の

病を気遣う実践の構えとなる。しかもこれはあくまで生活を今のままに保つための視線であ

る。病の悪化は生活と享楽を不可能にする脅威である。病は時間的にも「未来」という周縁

に置かれている。看護師はたしかに病への医療的な措置を気遣うが、患者にとっては現在の

生活に焦点が当たるので、看護師が気遣う病は周縁である未来へと位置づけられるのだ 28。

                                            
どのようになりたっているのかの「どのように」の仕組みである。 

28 ハイデガーに引きつけて語ると、道具的な存在者に親しんでいるときには、事物的存在者を対象化する

病への目線は背景に退くということでもあり、道具的存在者の近さと事物的存在者の遠さの変奏の一つで

もある。 
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しかも病の悪化を防ぐために「食べ物」や「お風呂」「手伝い」といった生活への気遣いが導

入される。つまり病が再び医療から生活の水準へと移行されるのである。  

【実践のプラットフォームとしての時間性】生活を中心としたとき病は予防と異常の早期

発見という観点から関心の対象になる。医療は、生活が可能になるための補完機能を負う。

医療がなくなるわけではないが、周縁においた形で気が付かれるようだ。もちろん D さんは

この時間構造を自覚しているわけではないであろう。あくまで D さんの実践にともなって実

践のプラットフォームとして産出されていくのだ。  

入院時には、（もちろん予後が問われるとしても）今起こっている病変に意識が集中する

わけであり、予後も現在の病の状態との関係で見定められる。あくまで現在の病が視線の中

心であり、生活でもない（生活への気遣いもあるが、病院では逆に未来のものとして周縁化

しがちである）。 

この時間感覚は不思議なものでもある。というのは悪化の可能性を部分的には未然に防ぐ

としても慢性疾患においては治癒というものはないのであり、その意味で目標としての良い

未来はないからである。同様に終末期の場合回復はないがゆえに、危機としての未来の兆候

を感じ取り、現在の状態を長引かせようとする。慢性期にしても終末期にしても（悪い未来

を延期する）繰り延べとしての時間である29。この繰り延べを背景として、「最初から今まで

ずっと楽しい」という在宅医療の楽しさの持続が、現在の瞬間で現実化するようになるので

ある。 

【語法についての注】医療的な業務について語った後半部分では、他の人の語りは直接話

法で埋め込まれていないため、語りのスタイルに変化が生じている。対話の再現はあくまで

患者と家族との生活の水準の出来事であるということを暗示している。この引用では生活の

記述と対話の再現がないのであり、そしてこの医療の時間のモードが開かれるとき D さんは

やはり「ちょっと」と語る。予防と早期発見という時間性が開かれることは、「ちょっと視点

が違う」というモードの切り替えなのだ。話法の違いが、身をおいている世界の違いを表し

ている。 

 

＃病の周縁的配置 ―空間篇 

時間上の周縁である未来に病が置かれるだけでなく、空間上も在宅では病の悪化が周縁的

な位置に置かれる。 

 

D そうですよね。うーん。やっぱりね、こう、一個一個確認、口で確認したり、こう、ちゃんと

見せてもらったりとか、細かくはしないんですよ。あのー。家へ入ってから、こう、『ちらちら』

みたいな。あんまりこう、「見てますよ」っていうのを前面に出すと。向こう、ね、しんどいかな

って思って。だから、全体を見て把握するっていいますか。あの、しゃべ、ちょっとしたこう、

世間話をしながらちょっと出てくる会話やったり。こう、食べてる物をね、作る台所をチラッと

                                            
29 『全体性と無限』でのレヴィナスは労働を死の接近を繰り延べする営為として位置付けた。労働が享楽

の維持という側面を持つことを考えると類比的に考えることもできる。 



「死ぬのに楽しい」（村上靖彦） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.10 2016 

120 

 

見たりとか。 

村上－ はい。 

D うーん、あんまりこう、詮索はしないです、すごくは。うーん、日常、うーん、やっぱりこう、

ちょっとしたこう、会話とか、あと、お風呂を入れてる人だったら、お風呂を入れながら全身見

たりとか。うーん、なんかし、なんかのきっかけで見れる、見えるところを見ていくっていう感

じですね。（11） 

 

生活中心の視線となったときには、詮索しないで家の全体を見る「ちらちら」という間接

的な視線になる。プライバシーを尊重することになるし、看護師が患者の生活のなかになじ

んでいるということでもある。身体としてなじんでいるときには、その空間を対象として詮

索したりはしないであろう。 

そして家庭のなかでうまくいっていない部分自体も、病ではなく生活に属する。着衣の乱

れや掃除の不足、顔色の悪さが、家族の疲労や患者の病を間接的に暗示するのだ。病は間接

的に生活の向こう側に見いだされるという意味でも周縁的である。  

病院では直接病気に目を凝らすので、病院での病の見方とはおそらく異なる（医療におい

て身体は事物的存在者となる）。看護師が生活上の世話に関わってゆく在宅では生活の道具

的連関の流れに患者は位置する。そもそもハイデガーは道具連関の目立たなさを明らかにし

た（目立つのは故障したときである30）。このこととこのちら見は関係がある。注視してしま

うと生活の道具連関は止まってしまうのだ。目立たないままに作動しているのを盗み見るこ

とで（故障のポイントは）捉えられるのである。病院では身体を事物的存在としてとらえて

病の悪化の兆候をつかみとる鋭く注意を向けた目差しが要請される。生活のなかでは患者は

行為主体だが、病院では処置の対象である。 

ただし訪問看護でも医療がなくなるわけではない。「ちらちらみたいな」という周縁的な

視線において、生活のなかのほころびに気づかれることで、間接的に体の不調が感じ取られ

る。「ちらちら」という周縁的な視線を介して、生活と医療が構造化されるのである。医療を

目立たなく行いながら患者の生活へと看護師が馴染み、そのなかでほころびから病（＝医療

の必要性）を感じ取る、という循環的な状況の構成である。 

 

 

５．看取りと自然 

 

訪問看護の業務は、慢性疾患のケアと看取りというように区別することもできる。場合に

よっては 10 年以上自宅で病をケアしながら生活支援をすることもある一方で、看取りは一

ヶ月、場合によっては 1、2 週間という短期間の関わりとなる。この対比については同じステ

ーションの B さんが細かく語っているので、別の機会に論じたい。ただ、今までの議論から

生活のサポートに焦点を置くことで時間的にも空間的にも、周縁において医療的処置をする

                                            
30 「〔…〕使用不可能性を発見するときに、その道具が目立ってくる。」（SuZ 73） 
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状態が慢性期であるという定義を与えても良い。他方、病が悪化して前面に出てしまったも

ののしかしもはやケアもできない状態でこのとき最期に生活に目を向けるのが終末期にお

ける看取りだということになる（病が前面に出ても手当てができるときは、急性期病棟に入

院する。それゆえ慢性期の訪問看護と看取りの訪問看護とは、一旦は入院によって区切られ

るそうだ。B さんはそれを「仕切り直し」と呼んでいた）。 

こうして再び看取りに話題を戻すことになる。  

 

D 看取らしてもらったというか、まあ、あの、最後まで処置いろいろさしてもらったんですけど。

すごくいいですね。 

村上－ ほー。 

D あの、病院で亡くなられる方って、やっぱり最後までね、こう、酸素を付けて。リザーバーマ

スクっていう、こう、酸素がたくさん入るマスク、ずっと最後まで付けられてたりとか。点滴し

てたりとか、もうなんか、しんどそうなんですよ、やっぱり。  

でも、家での看取りは、なんか自然。すごく自然です、なんか。まあ、家で看取るって決めて

家へ帰ってはるので、もう確かにこう、あんまりこう、余分な栄養も入れないですし。あの、要

らない酸素やとか点滴もしないので。そういう面もあるかもしれないけど、すごくこう、自然で

すね。 

で、家族もまあ、ちょっとずつ受け入れていって。あのー、家族のこう、できること、自分が

やりたいこと、できることをやるので。悔いが残らない感じ。うーん。なんかこう、いい雰囲気

のなかで死ねるっていうか。そういうこ、家ですね。 （15） 

 

自宅での死は本来であるだけでなく「自然」である。「しんどそう」な病院の道具連関と、

「自然」な自宅の道具連関の違いは何だろうか。病院では身体が操作対象になるときに器械

に合わせて変形されてゆく。酸素のマスクや極めて苦しい人工呼吸そして鎮静、あるいは点

滴で患者の身体が器械化されるとき、享楽は失われ、病に焦点が当たったままになる。これ

に対し自宅では患者の元々の生活が尊重される。身体は道具を使い享楽する主体で在り続け、

対人関係の形式も維持され続ける。生活の延長線上で「できること」「やりたいこと」をやり

ながら「いい雰囲気」のなかで死ねる。この「自然」は、死に向けての身体の生理的なプロ

セスに逆らわないというだけではない。むしろそれまでの家族の生活のそのままの進行のな

かで死を迎えるということでもある。つまり生活に無理をかけないという自然さである。  

在宅では「要らない酸素」「余分な栄養」のような延命治療も行わない。つまり器械による

享楽の剥奪は食い止められる。医療器械という道具の使用は享楽を伴わないだけでなく「し

んどそう」でもある。この享楽が生じ得なくなる道具連関が「不自然」なのである。このこ

とは本論冒頭の引用の「伸び伸びして」「表情もいい」自宅での身体と対比されている。  

家族に対する目線では、「やりたいこと」と「できること」の達成が、悔いを残さないこと

につながる。つまり欲望と可能性によって享楽を達成することが話題となっている。このと

きは悲しみが残らない。 

自宅での看取りの語りで多用されるのが「すごい」「すごく」という強調である。これは自
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宅での看取りの良さ、自然さ、本来性を強調するために使われている。このことは本論冒頭

の引用そして以下の引用でも一貫している。さまざまな言葉を形容することからわかる通り、

在宅をめぐる状況全体について、かつ個別のディテールを指して良さを強調する言葉なので

ある。 

 

＃看取りの語り 

次の引用は D さんがインタビューの前日に経験した看取りの場面である。この場面は D

さんとのインタビューのなかで一番、生き生きとしたセリフの再現が目立つ箇所である。  

 

D うん。フフフッ。何だろう、うん、すごいです。で、亡くならはっても看取っていただいても。

すごく落ち着いてられるんですよね。まあ、死ぬ過程っていうのを説明しとくんです。説明しと

きますし、「最後こんなふうになりますよ」って。で、「『呼吸が止まったな』と思ったら連絡くだ

さい」みたいなとこですけど。すごく冷静ですね、ご家族が。うん。で、まあ、「多分止まったと

思います」みたいな。で、行ってみたら、まあ止まってて。「ああ、そうですね」と言って。ほん

で、うん。まあまあ、瞳孔なり何なり診察さしてもらったり、て、「あれや」って、先生呼んでっ

て形なんですけどね。なんかすごく家族がこう、穏やかです。まあ本人も穏やかだけど、家族も

穏やかですね、うん。で、「あーよかったね」って、「家でし、ね、死ねてよかったね」って言っ

て。みたいな感じ。ついつい昨日なんですよ。（16） 

 

【穏やかさ】前の段落での「〔死を〕受け入れて」の帰結が、「落ち着いて」「冷静で」「穏

やか」「よかったね」である。死の受容という言葉はしばしば抽象的でありしばしば内実がは

っきりしないままにあいまいに使われるが、ここでは悲しむこともなく穏やかに過ごすとい

う具体的な振る舞いとして表現される。そして「亡くならはっても看取っていただいても」

と死者と家族の両方にこの落ち着きは関わる。おそらく「自然さ」や穏やかさとして表現さ

れるであろう。自然であれば慌てる必要はない。この「穏やかさ」は身体の享楽の「自然」

の延長線上にあるであろう。 

【事前の説明】また、あらかじめ「説明しとく」という形での知識による支えも必要であ

る（これは日本では家での看取りの習慣が途絶えてしまったからでもある）。「すごく落ち着

いてられる」のは、D さんが事前に説明しているからである。未来の病の悪化を見越すこと

で、現在の生（活）に集中できるのは、慢性期における在宅看護と同じである。先ほど見た

ようにこれが D さんの実践の時間構造をなす。 

【直接話法】看取りについての語りの話法上のもう一つの特徴は直接話法が増えること、

つまり会話がそのまま再現されるということである。生き生きと場面が再現されることで看

取りにおける身体の享楽が表現されている。そして語りは常にそれ自体に対話を含みこむの

だ31。D さんの視点で語りつつ、状況のなかに身を置き直しながら、家族の語りが想起され

                                            
31 この点については、特に Seikkula, J. & Arnkil, T. (2014). Open Dialogues and Anticipations: Respecting the Otherness in the 

Present Moment. Helsinki: THL publications. の第 6 章を参照。 
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るので、直接法という話者と引用の語りの対比が明瞭な話法が選ばれる。  

D さんの語りのなかでは、慢性期と看取りの看護は内容上はほとんど区別がない。死にお

いてより際立つという程度の差異である。しかし語りの文体上は、慢性期においては家を単

位として患者と家族とを全体的に語るのに対し、看取りの場面では患者への眼差しと家族へ

の眼差しとの区別がはっきりしている（一つ前の引用を参照）。おそらく慢性期では家族シ

ステムの円滑な作動が暗黙のうちに眼差されているのだが、看取りでは死ぬ人と看取る家族

とでは個体化の仕方が区別されるからであろう。 

上の引用では D さんから家族へ向けての発話だったが、次の引用では家族から D さんに

向けられた言葉が中心となる。 

 

村上－ ああ、ほー、お。 

D つい昨日ね。私本当にこう、一昨日の夜連絡もらって、見に行って、で、まあ昨日の朝にもう

な、た、亡くなって。まあ夜中 3 時ぐらい、また昨日電話あって。えっと、「ちょっと意識が落ち

てきました」。で、朝 7 時半ぐらいかな、「止まったみたいです」って昨日いただいて、行ったん

です。で、まあ娘さんがね、えーと、まあ、あの、〔患者さんは〕一人暮らしの方やったんですけ

ど。 

村上－ ほおお。 

D 娘さんが東京におられて。出てこられて、「まあ看取ります」と。で、看取ってくれはったんで

すけど、あのー、なんていうんやろう、あ、ちょっと最初はこ、呼吸がしにくて苦しんではった

んですけど、まあ意識レベルが落ちてからはもう苦しまなくなって。「すごい穏やかやった」と。

で、「だんだんと呼吸が、あの、おっきくなって、で、ちっちゃくなって、ほんでだんだんと止ま

っていったんですー」と。「これだったら、これ、きょう見せてもらったこん、こんな死に方する

んやな」というのを。あの、まあ目の前で見て、「もう私は死ぬのが怖くなくなりました」って言

ってはって。娘さんが。 

村上－ へー。 

D 「私はもう死ぬのが怖くないですわー」と言って、「すごいいい経験して、させてもらいまし

たわ」と言ってはって。『ああ、すごい』とか思って。うん、うん、うん。なんかすごくよかった

です。「よかったねー」と言って、うん。やっぱり家で死ぬのっていいですね。フフフッ、見てた

ら、本来の姿でしょうね。ね、昔はね、そっちのほうが多かったと思いますね。（16） 

 

上の語りでは、看取りを行った娘に焦点が当たる。「本来」の死の基準は「よかったね」と

いう満足である。 

【死の経験の伝承】娘さんが「もう私は死ぬのが怖くなくなりました」と語るとき、死ん

だ母親から娘へと死の経験の伝承が行われている。看取りはその意味で死ぬ者から家族への

メッセージとして機能している。「畳の上で死にたい」ということの意味は死ぬ間際になら

ないと分からないが、しかし看取る人へとその意味の一部が伝承される。家は本来性を伝承

する場として機能している（おそらく家以外にこのような場所はない）。つまり自宅で看取

ることが可能にする本来性とその持続が現実化するもう一つの仕方が伝承である（しかし繰
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り返しになるが日本の都市部では病院での死の普及によって一旦はこの伝承が途絶えた）。  

【D さんの目線、家族の目線】前の引用は D さんの目線で事前に家族に説明してから、家

族が看取りに入り、最期に D さんが診察するという流れであった。語りは、つねに他のさま

ざまな語りの再現でもある。つまり語りのなかには他の語りが埋め込まれている。どのよう

な語りに誰のどのような視線が含まれているのかは、どのような対人関係の組み立てなのか

を反映している。二つ目の今回の引用は家族の目線で語られている。自宅で看取る覚悟を決

めて、臨終の模様を観察し、死へと立会い、その結果の感想を述べるのである（その内容が

死の経験の伝承である）。D さんはこの家族の経験のプロセスを見て、在宅での死が「本来の

姿」だと感じるのである。 

【自由間接話法】家族の目線で語るのだが、D さんはそこに同化してゆく、それゆえに、

語りは次第に直接話法というよりも自由間接話法 discours libre indirect、つまり家族のセリフ

なのか D さん自身の語りなのか区別がつかない仕方で入り組んでいてセリフのかっこ「〔…〕」

がつけにくくなってゆく。D さんにとって家族の経験はリアルだったのだが、完全なセリフ

の再現は問われていない。つまり家族の看取りの経験を D さんが消化した形で語っている。

先ほどの直接話法のときとは視点の置き方が少し異なるのだ。直接話法は、自分の思考や語

りの再現なので地の文との対比がはっきりする。自由間接話法では地の文との区別が少しぼ

やける。これも家族がえた享楽が、D さん自身の実践の享楽へ連続していく仕方を示す、（感

情的な共感とは異なる）やり方であり、看護師と家族との共同性の作り方を文法が示してい

る。家族の経験を D さんが自分の直観的真理として引き受けているのである。  

次の語りは D さんから患者本人へと向いている。 

 

D そう、死ぬために帰ってきてるんだけど、割と元気ですね。  

村上－ 元気、うーん。 

D うーん、昨日亡くなられた方も、昼間も行ってる、行ってて、昼間ちょっと体ふいたりして。

いろいろ話してるんですよ。 

村上－ ほー、へー。 

D 割とニコニコしてね、元気やったんです。  

村上－ へー。 

D うん。だから、「ちょっと元気になってきたね」とかいって。うん、フフッ、言ってたところだ

ったの。 

村上－ へー。 

D うん、うん。そうなんですよ。うーん。やっぱ日々のあれもそうですけど、やっぱし看取りは

全然違いますね。看取りがすごく、今まで 3 回ですけど、楽しかったですね。有意義やったとい

いますか。ああ、その、なん、何だろう。それ、やっぱたの、楽しいってすごいし、あれですよ

ね。人が死んでる横で楽しい。フッフッ、ハハハハハハ。（25） 

 

在宅での看取りが「すごくいい」根拠は、直前まで「元気やった」ということにありそう

だ。この元気さは、訪問看護全般についての語りでも重要なトピックであった。つまり家に
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帰ると身体の享楽が回復し、看取りにおいてもそれは同じなのである。だから 看取りはよ

いし楽しいのである。しかも「ちょっと元気になってきてね」と昼に話をしたあとに亡くな

っている。この「ちょっと」は新しいモード、ここでは自宅での元気なモードへと参入する

ことを示しており、元気モードへの参入のなかで、死を「穏やかに」迎えることが、「死の楽

しさ」を表現している。そして看護師の「楽しい」は「有意義」と結びついている。患者が

苦しくない、悲しくない、元気に死ぬという本来のあり方を準備することがこの有意義さの

根っこにある。 

D さんの語りが背景にもつ在宅医療の骨組みは、享楽を確保する道具連関と共同性におい

て、患者や家族と医療者はともに個体化するというものである。このような享楽が際立つの

が、自宅における看取りの場面であった。もちろん D さんの語りは D さん個人の経験にも

とづいており、同じ訪問看護ステーションの看護師からも、ほぼ対立するような内容の語り

も得られている。しかし仮にそうであってもそれぞれの語りとその背後に隠れる実践と経験

の枠組みはそれぞれに真理を持つ。この真理の多様性こそ、記述という行為がもたらす帰結

であるように思われる。 

 

＊ 本研究は大阪大学大学院人間科学研究科社会系倫理委員会の審査を受け承認された

インタビュー調査に基づくものである。また調査に際しては科学研究費補助金の支

援を受けている。お忙しいお仕事の合間に時間をとって調査にご協力いただいた D

さんに御礼を申し上げる。 

 

 

Yasuhiko MURAKAMI 

Une recherche qualitative phénoménologique 

 sur la pratique du soin palliatif à domicile 
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「彼方」をめぐって 

―レヴィナスにおける「彼方」と理念性― 

 

佐藤 義之（京都大学） 

 

 

（１）「彼方」 

  

レヴィナスは他者の他性を極限にまで突きつめて考えようとした。彼によれば他者は存

在すること（essence）の彼方のものであり、時間という全体の彼方のものとして、「隔時的」

（diachronique）なものだという。本稿では、レヴィナスの第二の主著とされる『存在すると

は別の仕方で、あるいは存在することの彼方に』（Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Nijhoff, 

1974）の議論を中心にして、このような他者の超越性をめぐる思考を批判的に検討してみた

い。 

 他者は私の前に、その他者を尊重しなければならないものと私に感じさせつつ現れてく

る。私が「顔」を感じる体験とはこういう体験である1。しかしレヴィナスは他者がこの世

界での現れに尽きないものだということを強調する。それが「彼方」（l'au-delà）であり「超

越」である。 

 もちろん他者は私と同じ人間である。しかしながら私が他者に対して感じる責任は、他者

の身代わりになってわが身を犠牲にすることを迫るほどだという。たとえば眼前でひとが

溺れるのを見るとき、私はその人を助けねばならないと感じるかもしれない。それは私の命

を危険にさらす。もしかすると相手は助かっても私が命を落とすかもしれない。そのとき、

私はそのひとの身代わりになったといえる。しかしそのような危険にもかかわらず、私はそ

のひとの苦し紛れのあがきと、とぎれとぎれの悲鳴とに胸をしめつけられ、助けなければな

らないという感情に責め立てられる。身代わりは片務的であり、身代わりが迫られるとき、

私の命は―私にとっては―他者の命より軽いといえる。つまり自他関係は非対称的

（asymétrique）であり自他非対称的な責任を私は負っているのである。  

 しかしながらどうしてそれほどの大きな責任を私は負わなければならないのか。その根

拠は見あたらない。だれも私に飛び込めと命じる資格などもたないだろうし、飛び込まず結

果的にそのひとが溺れ死んでしまったとしても、命の危険を冒してまで助けることをしな

かったということで、私が刑罰を科せられることも社会から非難を受けることもない。  

 では私が感じたその責任は何の根拠もない錯覚のようなものか。レヴィナスは時間につ

いての独自の考えをもちだしその問いに答える。過去も未来も、ある意味、存在していない

                                            
1 隣人の「近さにおいて想起できない過去から来たものとしての命令が聞き取られる。この過去は決

して現在であったことはないし、自由のうちではじまったものでもない。隣人であるこの仕方
．．

、こ

れが顔である」（E. Lévinas, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, p. 112. 講談社学術文庫版邦訳の対応箇

所は 212 頁。引用部傍点は原文イタリックを示す）。 
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ものである。しかし私は過去については過去把持（retention）や想起という手段で、未来に

ついては予持（protention）や予想という手段で、表象化して現在に取り戻すことができる。

時間という全体は意識のすべてを包括する、最も広い全体とみなされうる。そして上記の手

段ですべては原理的に
．．．．

―現実にはそれは不可能とはいえ―現在に取り戻せる。「時間の

時間性は……何ものも失われない取り戻しを可能にする」（AE36/79）2。 

 ところが、そういう全体としての時間のうちに、私の他者に対する上記のような過大な責

任の根拠を探ってみても、決して見あたらない。たとえば過去にそのひとに命を助けてもら

ったというような特殊事情があれば、あるいは溺れているのが私の愛児であるなら、もしか

すると私の身代わりも根拠をもつと言えるのかもしれない。しかし私の思い出せる過去や、

その他者の過去のなかに、さらには私の記憶をこえ、時間という全体をどれほど探ってみて

も、そういう特殊な事情は存在しない。むしろレヴィナスはその根拠は時間という全体の彼

方なるものだというのである。「隔時態」（diachronie）という概念がその時間の彼方の時間を

指す概念である。これは通常なら「通時態」などと訳され、現在から「隔たった」（dia-）「時

間」（chrone）を指すが、レヴィナスではたんに現在から隔たった時間である過去や未来の

ことを指すのではなく
．．

、隔たっていて表象化などの仕方で現在に取り戻し「共時化」するこ

と拒む、強い意味で隔たっている時間3のことである（「記憶によりとり戻せる時間の……彼

方の隔時的な時間」（AE107/204）（この引用の下線は佐藤の強調））。つまり私の想起・予期

等の手段では事実上とり戻せないというだけでなく、可能ないかなる手段を用いても原理
．．

的に
．．

現在に回収できないような、本性的に現在化できないものだと考えられている。  

 しかしながらそういうものが通常の時間の彼方に「ある」―それはもはや「ある」とい

えない仕方であるけれども―などとどう証明できるというのか。レヴィナス自身、それは

証明できないとはっきり認めている。顔において私はその他者に対する身代わりまでの責

任を負うよう迫られていると感じる。そうである以上、私はその他者と何か特別のかかわり

があるのかもしれない。しかし時間のなかにそのような事情は見あたらない。その彼方にあ

るのだろうか。そうなのかもしれない。しかしそれを証明することはできない。証明は彼方

との連続性を前提する。時間のなかの事態を出発点に、そこから彼方のなにかを証明すると

いうことが想定されている。しかしそれは内と彼方を関係づけることである。ところが関係

づけられるのなら、「彼方」と呼ばれたものは本当の彼方ではない。関係させることで時間

のうちへと取り込めるものにすぎない。だとすれば、真の意味で彼方のことがらなら、それ

について証明などできるはずがない。私に他者への自他非対称な責任を負わせる根拠が彼

方にあったということは、証明できない4。 

                                            
2 前掲書（E. Lévinas, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Nijhoff, 1974）からの引用箇所は、カッコ内に前

掲書の略号 AE と引用ページ数を入れて本文中に示す。スラッシュのあとの数字は講談社学術文庫

版邦訳の対応ページを示す（ただし引用の訳は佐藤の訳である）。引用部の……は中略を示す。以下

でも同様。 
3 隔時的な時間は「記憶によってとり戻すことができないが、それはそれが遠ざかっているからでは

ない。そうではなく、現在と通約不可能なものであるからである」（AE13/41-42）。 
4 こういう疑問が示されるかもしれない。「倫理に限らず、価値的なもの一般に同様のことがいえるの

でなかろうか。レヴィナスの言っているのは存在と価値の断絶という古くからのテーマにすぎない

のではないのか」、と。しかしレヴィナスは美醜を存在の外なるものとは言わないし、悪はむしろ（本
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 レヴィナスの「痕跡」という概念はこういう事態を表すものである。痕跡はそれを残した

元のものを確たる仕方で証明する出発点とはならない。「痕跡の輝きは証明の出発点として

役立つものではない。証明は不可避的に痕跡を内在に、存在することに引き戻してしまうだ

ろうからである」（AE15/44）。雪の上に残された足跡（らしきもの）は、行方知れずとなっ

ているあのひとのものと限ったわけではない。レヴィナスの「痕跡」概念は、つねに曖昧さ、

不確定性をもって、それを残したなにものかを示唆
．．

するもののことを指す。顔は「自分自身

の痕跡であり、……この痕跡の曖昧さが取り除かれることはない」（AE119/224）。つまり顔

は、そこに現象している他人に尽きない。その者と私は、私が身代わりの責任をもつほどの

かかわりを―この時間全体のなかでは―もっていない。しかしこの者は私と、「時間の

彼方」で、そういったかかわりをもったのだろう
．．．

。もちろん確言はできないけれども……。

こういうことを、顔という事象が示唆している。レヴィナスはこう主張する 5。 

 

 

（２）ことばによる「全体」の構成 

 

 「彼方」は「全体」にとり戻せない仕方で「全体」を超越するものとして彼方といえる。

したがって彼方なるもの、超越という概念を考えるためにも、こえられる「全体」とはどう

いうものか検討することが必要である。最終的には私はここから、「彼方」について新たな

光を当ててみたいと思う。 

 時間も、そして時間内の個々の存在者も、レヴィナスにとっては構成されたものである。

レヴィナスの描くその構成の過程をまず確認しておこう。存在者構成の出発点は「印象」で

ある。「印象」という受動的な所与は、時間のなかで同一にとどまらず変わってゆく。そこ

に時間をこえた同じ
．．

何かを見てとるためには、過去把持や予持などにより、そこに時間を通

じて「同じもの」を把握する精神の働きが必要である。その働きがないなら、瞬間的な印象

が瞬間ごとに別のものとしてあたえられるだけである。そして、瞬間的な何かを「存在者」

と呼ぶことは無理があるから、時間をこえて同一のものとして把握する精神の働きなしで

は、「存在者」の名に値するようなものはない。そのような活動に支えられて存在者が存在

するあり方をレヴィナスは「存在すること」（essence）とよぶ。「存在（l'être）の存在するこ

とは時間の時間化、同一のもののうちの不一致  （diastase）であるとともに同一のものの再

把持ないし記憶、統覚の統一性である」（AE37/81）。 

 レヴィナスはこのような存在者形成にことばのかかわりがあるという。自同的なものと

してある存在者にとって、それを「しかじかのもの」として提示する言語は大きな役割をも

                                            
稿 3 節で触れる）存在の利己的な原理に根ざしたものといえる。自他非対称的な倫理が存在に決し

て根をもたず、その外に排除されるのは、3 節で詳述する存在の根本的な利己性と決定的に相いれな

いことによるのである。 
5 たしかに「彼方」は、存在者への集摂以前の無意味な所与、単なる「印象」―イリヤ（il y a）―

も含むがこういうものだけではない。こういうものだけを含むなら、「彼方」を論じることもそれほ

ど不合理なものでもなかろう。しかしそういう合理的解釈は、責任の根拠や「選び」などが彼方に

想定されているために無理な解釈である。彼方の想定は明らかに不合理なものである。  
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つのは当然であろう。しかしながらレヴィナスは存在者と言語の関係についてもっと踏み

込んだ見解を述べる。「諸々の時間の光のなかで同一のもの
．．．．．

として現れる存在者は、すでに
．．．

語られたこと
．．．．．．

において存在者が存在することである
．．．

」（AE48/99）（引用内の傍点はイタリッ

ク。以下も）。つまり、存在者の形成にことばが例外なく不可欠
．．．

の役割を果たしていると考

えているようである6。 

 しかしここで素朴な疑問がうまれてくる。動物でも存在者を構成しそれとかかわるので

ないか。犬がある物体を昨日も今日もありつづける自分の犬小屋として同定していること

は明らかであろう。しかし動物が同定するときにことばが介在しているはずはない。  

 では、次のように解釈できないだろうか。レヴィナスが直前の引用で言及している「語ら

れたこと」とは、動物ももっているような初歩的な概念も含むような概念のことであって、

人間のことばや洗練された人間の概念だけに限定されるわけではないと解釈すべきではな

いか。―しかしレヴィナスにおいて、ことばとは自他のコミュニケーションの場と不可分

なものとしてつねに大きな意義を担わされている。そういう自他関係にかかわるものだか

ら、倫理的な意義を担いうるのである。しかし、単なる概念ではそうとは限らない。人間な

らコミュニケーションにおいて概念を文化的に伝えていくが、犬のもつ初歩的概念―そ

ういうものが仮にあるとして―はコミュニケーションを前提としない。だとすると、上の

解釈は否定される7。 

 では存在者の形成に対することばの介在をどう考えればよいのか。私の考えでは、レヴィ

ナスが想定している「存在者」は動物が同定できるレベルのものではないのである。動物も、

ある存在者を、過去から現在をこえ、未来へと続くものとして、しかもその変化にもかかわ

らず同じものとして理解しているだろう。しかし人間はそういう理解にとどまらず、もっと

理念的なしかたで存在者を理解している。つまり、この犬小屋は、将来この老犬が死んで犬

小屋としての役割を果たさなくなっても、なお存在するものであり、いつかとり壊され板き

れになるその日まで、犬小屋として存在する。もしかすると廃棄の前におそろしい疫病の大

流行で人も犬も高等な生物すべてが死に絶えて、これが「犬小屋」として理解されることが

なくなっても、壊れないかぎり、なお犬小屋は存在する。そして人間は、そういうときの犬

小屋さえ、想像のなかで「犬小屋」として認識できるのである。つまり人間は、私の現実の

体験の範囲をはるかにこえ、原理的に
．．．．

想起予期知覚可能
．．

なすべての時間における犬小屋を

考え、さらには現実にはほとんどありえないような可能性をさえ含むしかたで、その存在者

を考えることができる。それらを現在において表象化（概念的表象化も含む）し、その存在

者の全体を構想できる。そしてまた、諸存在者の全体さえ考えることができる。しかしこれ

には時間を過去未来の極限まで延長し、また可能性を極限まで延長することが必要である。

                                            
6 また以下のような言明もある。「同一のものが意味をもつのは、『語られたこと』という宣告（kerygme）

によってのみである」（AE48/99）。 

7 レヴィナスの一般的用法においても、「語られたこと」（le Dit） は基本的に言語の示す
．．．．．

概念を指し、

レヴィナスは「シニフィエ」と「語られたこと」を等値することもある（AE171/306）。しかしなが

ら単なる概念と考えてはならない。「語られたこと」という語自体が、ひととひととの直接の言語的

コミュニケーションのなかでのものであることを示している。他人へ向けて「語ること」というコ

ミュニケーションのなかで生み出される概念が「語られたこと」なのである。  
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これは明らかに精神の理念的
．．．

な働きによっている。その働きで現実性の拘束を断ちきる。  

 しかしながらひとがそういう現実からの自由を獲得するためには、おそらく言語が不可

欠である。言語自体が抽象的な概念にかかわるものであるし、その使用が現実を相対化する

訓練となる。また、現実を離れた抽象的な思考を文化的に受け継ぎ、さらに言語的な交渉の

なかでそういう訓練を重ねることも必要であろう。いずれにせよ、理念的に存在者を―

個々の存在者を、そしてまた存在者全体を―極限まで延長して考える能力が、言語なしで

達成されるようなものとは思えない。 

 上記のようにして先の疑問に解答できた。しかしここで次の疑問が生じる。たしかに存在

者をこういう理念的レベルのものととらえるなら、ことばは必然だろう。しかしどうしてレ

ヴィナスはそもそもこういうレベルで存在者を考えるのか。この理由はなにか。  

 私の理解では、レヴィナスのこういう姿勢は、まさに私が冒頭から問うてきた、「彼方」

の概念との関連に由来している。どういうことか。彼がねらっている「彼方」は、こえられ

る何かとの関係での「彼方」でしかありえない。その「彼方」がこえる何かというのは、実

は上述の理念的な仕方で形成された全体としての存在者であり、全体としての時間である。

だからこそ、動物に対しても現れるようなレベルの存在者や動物の感じる時間のような、お

そらくは理念的全体と言えないようなレベルのものはレヴィナスの関心をひくものではあ

りえないのである8。 

 詳しく見てみよう。先述のように、現在へと取り戻せない時間―隔時態の時間―は実

際に思い出せないとか、実際に予期できない時間だというだけでなく、原理的
．．．

に取り戻せな

い、すべての時間の彼方である。このような原理的な
．．．．

不可能性は、可能性を論理的な可能性

という極限まで理念的に拡張し、なおかつそれをこえる―「こえる」ことは論理的に「不

可能」なはずではあるが―という形でしかえられない。したがって隔時態は理念的な全体

の彼方という形でのみ語ることができるものである。  

 どうして理念的全体
．．

か。一切を包括する掛け値なしの全体でなければならないのか。それ

は彼が存在者を形成し、時間を形成する働き―「存在すること」を、利己的な自己確立の

働きと見なし、その働きを学問のもつ理念的な極まで突きつめようとする衝動の根源に見

てとっているからである。そしてその衝動が他なるものを排除してきた歴史として、西洋哲

学の歴史を見ようとしているからである。彼は西洋哲学の宿痾として、他なるものの排除の

衝動を位置づけ、その衝動の根源を存在者形成にかかわる利己性の発露に求めようとする

からである。その点について次節で見てみたい。  

 

 

                                            
8 では、レヴィナスが『存在するとは…』において言語にこだわったのは、このことを自覚していた

からだと言ってよいのだろうか。必ずしもそうではないだろう。言語の重視はすでに 1961 年の『全

体性と無限』においても顕著であり、これは本節で論じたのとは別の理由による。『存在するとは…』

において言語が上述の欠くべからざる機能を果たしているとしても、レヴィナスがそのことを自覚

せず、ほかの理由から言語を不可欠と考えて、上述の機能を無自覚に自らの議論に利用していたと

いうことは十分ありうる。実際レヴィナスは本節で私が示したような議論を自ら展開してはいない

のである。 
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（３）「全体」志向と利己性 

  

レヴィナスは私の根本に「存在の努力（conatus）」を見てとる。私は根本において利己的

であり、その利己性のおかげで生を維持できている。一方、他者は私の生の前提である利己

性を批判するという仕方で現れてくるものなのである。  

 このような私の利己性は、知や学問といった活動についても例外ではないという。私が周

囲のものを認識するのは自己の生の維持のためである。目の前のものが何か理解すること

は、そのものを使って（利己的）実践を実現するために不可欠である。周りの状況を把握す

ることで私は実践を可能にし、さらにはその実践によって自らの生を可能にする。理解する

ことは比喩的に「把握」とよばれるが、それも理由があるのであって、その「理解＝把握」

とは「受肉した実践の下書きであり、……掌握すなわち手に入れること（mainmise）である」

9。この引用で「手に入れること」は利己的な「所有」（possession）というレヴィナスの基本

概念を示唆しており、それゆえこの「実践」も明らかに利己的
．．．

な実践を意味している。また

同様に、所与の諸感覚（「印象」）を世界内のひとつの存在者
．．．

へと乗りこえて、世界内の対象

として認識するという知覚の最小限の活動も、生の維持のため世界にかかわりそれに対処

するための手段とみなしうる。知覚の能動性も含め、広く知の能動性はこういう自己保存の

根源的衝動に貫かれているとレヴィナスは理解している。ここから学問は一種のイデオロ

ギー性を帯びることになる10。そういう私の存在努力は、存在努力に逆らう倫理的責任をま

ぬがれよう、それを隠蔽しようとする。その方が生存にとって好都合だからである。隠蔽の

有力手段が論理学である。存在努力を継承する学問にとって、「存在するもの」とは、表象

化―概念的表象化も含む―により現在に取り戻して同一性認定をなす存在者形成によ

って把握されるものだけである。そしてそういうものだけが「全体
．．

」を形作り、それ以外に

は「何も存在しない」とみなされる。これに対し、彼方の擁護者は、存在がすべてだという

主張を疑う「懐疑論」―懐疑論はレヴィナス自身の方法である―をとる。しかし論理学

はそういう懐疑論を、自己矛盾を犯していると批判し退けてきた（AE217/388）。「存在の彼

方のもの」も「存在の彼方に存在する
．．．．

もの」にすぎず、存在の彼方などナンセンスだという

のである（AE4/22 参照）。レヴィナスによれば、こういう仕方で「すべての論理的合理主義

の、非常に広い意味での政治的性格、つまり論理学と政治の同盟」（AE217/387）が築かれて

きたという。 

 表象化という存在者形成の一般的手段が、表象にとり戻せない他者を排除する手段にな

る。そしてこれを、哲学者のなかの利己性が、他者に由来する倫理的要求から目をそらすた

めの手段としてもちいるのである。哲学は論理の名において、他者を排斥するという。論理

                                            
9 E. Lévinas, Entre nous, Grasset, 1991, p. 143.（邦訳『われわれのあいだで』法政大学出版局 178 頁）な

お、この著作は論文集であり、引用した論文の初出は 1983 年で、『存在するとは…』（Autrement qu'être 

ou au-delà de l'essence）の 9 年後である。 
10  「存在の彼方を見ることのない哲学は……一切の意味を内存在（ intéressement）に還元する」

（AE20/53-54）。ここでいう「内存在」とは、「存在の努力」に由来する利害関心をもちながら、諸存

在者を利用したりそれと敵対したりしつつ諸存在者の間で（inter）存在する（esse）私のあり方であ

る。 
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学はア・プリオリにすべて
．．．

をカバーするものとされ―ここに私は理念性の働きを指摘し

ておきたい―、「全体の彼方」が意図するものは論理的矛盾として排除される。このよう

に、全体を語ろうとする哲学の志向は利己性に根をもつとレヴィナスはいうのである。  

 

 

（４）「全体」の理念性 

 

 時間はすべての存在者を包括する理念的全体をなす。このような理念的全体を志向する

ことは、自らの根底にある利己性を貫徹し、倫理を排除しようという利己的、政治的な動機

をもっている。自他非対称な責任の根拠は、こういう全体から排除されそのなかにないとい

う意味で、「彼方」にあり「隔時的」である。また、その根拠にあたることがらが他者に関

して生じたという以上、この他者というもうひとつの理念的な全体的存在者―その他者

について私の知る一切をなおこえて続く全体―は、この時間内の存在者につきない面を

もつ。―これがレヴィナスの理解であろう。いずれにせよ、「彼方」は理念的全体の彼方

であり、理念的全体を前提する。しかしここで私はひとつ疑問を投げかけてみたい。その「全

体」は真剣に扱うべきものなのだろうか11。 

 というのも、先に存在者の成立における理念の働きを見たところで確認したように、存在

者を現在をこえて伸び広がるひとつの完結した全体として見ることができるためには、理

念化が必要であった。そしてその理念化は動物には不可能なものであった。たしかに動物も、

現在をこえた未来や過去、そういう時間における存在者にかかわっているが、主観との関係

を離れた客観的な時間全体や客観的なその存在者の全体を想定することはできないであろ

う。そのことは日常的な私たち人間においても大差ない。  

 たしかにひとでは実践においても理念化が働くことがある。たとえば日常の実践におい

て異邦人―レヴィナスが他者の典型とみなすものであり、このような他者には自他非対

称的責任を果たすべき過去の特別な倫理的根拠は見出せないように思われる―に対する

責任を考えるとき、このひとの―実際に私が見たわけでも聞いたわけでもない―誕生か

ら今までを、経験に基づきつつも経験を乗りこえて想定して、私が相手に対して自他非対称

的責任を負う根拠となるようなかかわりがなかったと結論することは不思議ではない。  

 しかしながらこの種の理念化は学問的な理念化と同じとはいえない。日常の実践では、

                                            
11 もちろん、私の意図は、「彼方を認めようとすることは全体の全体性をある意味否定

．．
することだか

ら、そのことをもって彼方が踏み台にしている全体もろとも彼方が崩れ落ちる」と主張することで

はない。「否定」されるものを前提しているということで、ただちに論理的自己矛盾を含むことにな

るわけではない（そもそも論理的な矛盾自体、「懐疑論」を自らの方法と認めるレヴィナスにおいて

は決定的な困難を惹起するものではないが）。むしろ彼方への志向に強い抵抗を示すことで、「全体」

と呼ばれるものが私の経験のなかであらがいがたい実在性をもって現れるということもあるかもし

れない。この対抗は論理的矛盾でなく、現実的な対抗である。彼方を語る際に必要なのは、それが

対抗否定しようとする全体性をめざす志向なのであり、後者があるかぎりその挫折を印しづける彼

方を語ることは意味がある。 

  むしろ私の問題にしたいのは、その全体をめざす志向が本当にあるといっていいのかということ

である。 
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「厳密」な論議を組み立て、普遍性を主張したがる学問―とりわけ「ア・プリオリ」な議

論に重きを置く学問―のような、すべてを残りなく検討したという主張はありえない。

「他者や時間の全体における可能性をア・プリオリに汲みつくしている」などとは、たとえ

理念化して全体を考えていたとしても、日常の理解において主張されることはない。むしろ、

欠落の可能性はつねにぬぐいがたく、そのこと自体自覚もされているのである 12。 

 したがって、日常的な理念化においては、全体についての意識は緩いものでしかなく、「す

べてを検討しつくした以上、もし根拠が『ある』なら全体の『彼方』にしかありえない」と

いう議論が出てくるはずがない。こう考えると、「彼方」は学問的な理念化に基づく「全体」

を前提とするのであり、それゆえ日常の実践のなかに現れてくるものではない。  

 学問的理念化により構築された「全体」―時間全体、一存在者の全体―を、現象学的

立場から、経験のなかで現れてくる対象と同じように扱えるだろうか。前者は現象学的所与

ではない、とまでは言えないかもしれないが、前者を後者のような根源性をもつものとして

後者と同レベルで扱うことはできまい。そして倫理が理論より実践のことがらであるとす

れば、前者は少なくとも倫理に関する現象学的研究にとって所与とはいえない。  

 たしかに、レヴィナスは現象学を批判し自らそれをこえることを宣言している

（AE231/328）。そういう彼に、私のように「全体など現象学的所与でない」と現象学に基づ

く批判を返しても意味がないのではないか。 

 しかしながら彼の批判する「現象学」がどういうものかといえば、―「現象学、つまり

語られたことの主題化」（AE59/96）という発言から分かるように―「現象の現れることは

すでに言説（discours）」（AE132/194）であるにもかかわらず、こういう言語化されて存在す

る存在者の現象に満足してその生成の経緯にまでさかのぼらない学のことである。そこに

さかのぼらない限り、彼方を排除するたくらみは見えてこないのである。しかし言説が形作

る存在者を全体としてとらえるというとらえ方が、理念化を含む受けいれがたいものであ

ると判明した今、存在者誕生の経緯にさかのぼって「彼方」をとらえようとしないからとい

って、それは非難されるようなことではない。むしろ、「彼方」といわれていたものと現象

の間には、絶対的な懸隔があるなどといえないのである。現象学という方法を見限る必要は

                                            
12 日常においても学問的理念化と変わらない理念化がなされるのではないかと私の大会発表の場で

ご質問を頂いた。その場で私は小学一年生の息子が「宇宙の果てには壁があるのか」と問うた例を

挙げて、彼が理念化（ここではレヴィナスのような時間の理念化でなく空間の理念化ではあるが）

に失敗しているように、学問的なそれのような厳密な理念化は日常の課題としては困難すぎるだろ

うと述べた。発表後に考えたことも加えて詳しくこの例を説明してみたい。息子はおそらく空間を

ずっと果てまで想像しようとしたのであろう―宇宙をずっとロケットで飛んでいくことを考えた

のだろうか―。それは空間の理念化につながる道である。しかしながら途中でわけが分からなく

なり混乱し、それに代わる安直な代案として別の空間の身近なイメージである部屋のイメージを普

遍化し、宇宙に適用したのであろう。宇宙も部屋も、私がそのなかにいる空間
．．．．．．．．．．．

として同じであり、

だとしたら宇宙にも部屋のような壁があるはずだというのである。「宇宙の果てに壁があるのか」と

いう問いはこうして生まれたのであろう。厳密な概念装置を欠いた日常のわれわれの素朴な思索の

なかで、理念化はあまりに負担の多い作業であり、そのためわれわれはたとえばこのような安易な

普遍化によるすり替えによって結論へと跳びこえてゆく。また逆に、宇宙の果てについて日常の会

話のなかで、「無限」ということばをもちだすこともあろうが、それも真の理念化でなく、聞きかじ

ったことばを十分な理解もなくもちだすだけの、同じような安易な飛躍である。日常において「理

念化」の産物と思われるものは、概してこのようなすり替えの産物にとどまるのではなかろうか。  



「彼方」をめぐって（佐藤義之） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.10 2016 

 

 134 

ない。 

 理論的にえられた理念的全体としての存在者と時間とを前提するのがレヴィナスのいう

「彼方」であるとすると、「彼方」を倫理学的に問うための踏み台は、すでに外されてしま

っているのではないか。こうして、「全体」を前提とする「彼方」を語る意味はもうなくな

ってしまっているのである。 

 補足しておくが、私の「全体」の否定をレヴィナスが意図した「全体」批判から「彼方」

へと至る道と区別せねばならない。レヴィナスは「全体」がなり立たないとはいわない。む

しろ「全体」がある意味での真の
．．

全体だと認めるからこそ、「全体」の批判には懐疑論とい

う矛盾した方法しか不可能だと認めるのである。「全体」が真にあるからこそ、その「彼方」

は「絶対の他」といえる。レヴィナスにおいて「全体」は「彼方」の踏み台であり、批判の

対象ではあっても否定されてしまってはならないのである。一方、私はその「全体」を否定

しているのである13。 

 

 

（５）別の道の検討 

 

 前節まで、「自他非対称的責任の根拠を求め、それが理念的全体のうちにないから絶対の

他のうちに求められる」というレヴィナスの暗黙の筋を確認し、その筋が潰えるのを見た。

しかしながら、彼の理論は退けられるべきものであっても、彼がその理論によって救いあげ

ようとしたこの顔の非対称的要求を同時に退けるべきではないだろう。では、レヴィナスの

企てに頼らずに、私は顔にどうふるまえばよいのか。もちろん、顔の要求を無視することも

できよう―無視はレヴィナスの企てが成功していてもできるはずのことであり、それが

存在の努力にしたがうことであるが―。しかしそうでなく、顔の要求に従う方向で、つま

りレヴィナスの形而上学をとらず、しかしなお実践的に顔にしたがうのと同様にふるまえ

る可能性はあるのか。この可能性が見えてくれば、顔を正しく評価できる理論の道筋も見え

てくるかもしれない。 

 まず検討すべき実践的可能性は次のようなものである。理念的なとらえ方に頼らなけれ

ば、どこにも自他非対称性の根拠が「ない」と断言はできない。しかし経験的に根拠といえ

るようなものは見つかっていないといってよい。だとすれば、経験的には探索しつくせない

この無限の世界の中にさらに根拠を求め続けることがひとつの可能性であろう。しかしな

がら、これは理論的探究であっても実践的選択肢とはいいがたい。目前の顔にどういう態度

                                            
13 上記の「全体」の不成立という論点に並んで、次のようなレヴィナスの難点も指摘することができ

る。前節で確認したレヴィナスの存在理解は、存在の普遍的な原理として私の利己性を想定する。

本当にそう言えるかということはもちろん経験的に確定されるべきことがらのはずであるが、あた

かもア・プリオリな議論であるかのような強引さでレヴィナスは論じ、一部で確認されただけの原

理を普遍化する。普遍的に「全体」を覆う原理を想定するからこそ、利己性とまったく相いれない

他者が排除されると言い切れるのである。したがって、レヴィナスの「彼方」に関する議論も、批判

される西洋哲学の主流と同様に、全体へと理念化する傾向をもっており、それを自らの議論の根幹

に利用しているといえる。この点は彼方が学問的理念化に基づく全体を前提しているという先述の

問題点とは異なる論点であるが、彼の議論の問題点を示すものである。  
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をとるべきかということに答えを示すものではない。  

 もうひとつは根拠の探求をやめることである。これは言い換えれば私が自他非対称的責

任をそういうものとしてあらしめる価値創設者だと自認することである。顔は私を強迫す

るが、それにしたがうよう社会がその要求を是認肯定するわけではない。それを真の当為と

認めることも認めないことも私にはできるという自己理解にたって、なおかつ当為と認め

ていくこと。これは私をサルトルの考えたような価値創設者と自認することである 14。 

 当然ここで反問があるだろう。レヴィナスはこういう価値創設を不可能と言っているの

ではないだろうか。絶対他との関係において、主体は受動だとレヴィナスは繰り返し語って

いる。そのことを如実に表すのが「強迫」（obsession）という概念である。レヴィナスは顔

が自他非対称的責任の履行を迫る事態を「強迫」ということばで表す。強迫とは一般に、あ

る行為をせずにはいられない気持ちが強く迫ってくることで、その結果、いたたまれずにそ

の行為を行ってしまうことも多い。同様に倫理的当為も他者に手をさし伸べずにはいられ

ない気持ちにまで私を追い込み、私はいたたまれずそうするのである。  

 自他非対称の責任は過大なまでに大きな犠牲を強いる。私はそこで立ち止まる。どうして

私はそのような犠牲を強いられなければならないのか、私がそのことに根拠を求めたくな

るのは自然
．．

である（ただし「自然」ではあっても必然ではない）。 

 たしかにレヴィナスは、強迫においては根拠を問うこのような問い自体がなり立たない

と述べている。強迫を受ける者は、私に命ずる権威について、「それは私にとって一体何な

のか、その命令の権威はどこに由来するのか……自問することもないまま」（AE110/209）な

のだという。しかし事象的に考えるなら、強迫に対する場合いつもこういう状態だとは言え

まい。むしろ根拠さえ問えないのは強迫の極限形態であり、強迫に完全に圧倒されて行動へ

と追い込まれる場合だけであろう。私が強迫に抵抗して行動せず持ちこたえているときな

どは、根拠を求めそれが見あたらないことを抵抗の理由とすることもあるはずである。  

 しかも、仮に顔に迫られたとき、直前のレヴィナスの引用のことばを文字通りにとって、

まったく根拠を問わないまま私が行動するというなら、そもそも責任の根拠を問う意味が

なくなるであろう。そのとき実践は思考や倫理学と乖離してしまう。むしろ根拠を問うこの
．．．．．．．．．．

問いこそ
．．．．

、その根拠の在処として彼方を
．．．．．．．．．．．．．

―私の考えでは誤ってであるが―現出させた
．．．．．

と
、

考えるべきではなかろうか
、、、、、、、、、、、、

。彼の議論はこの問いによって生まれたものでなかろうか。この

問いなしでは彼方を考える動機がなくなる。  

 また、主体の価値創設の可能性の論拠として、レヴィナス自身がそれを―ある制限内に

おいて―認めていると考えられる発言がある。彼は「自律と他律を調停して……矛盾した

ものの両立（ambivalence）」（AE189/337-338）が実現されることを認めている。レヴィナスは

非対称的責任を迫る絶対他に主体が能動的に応える可能性を強く否定する 15が、にもかかわ

らずどうして自律―ここでの発言はもちろん絶対他に応える自律、他律である―を語り

                                            
14 J. - P. Sartre, L'existentialisme est un humanisme , Nagel, 1970, pp. 35-36.（邦訳『実存主義とは何か』人文書院

28-29 頁） 
15  「他人への責任の意味―それは何らかの自由によって引き受けることのできないもの」

（AE145/265）。 
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うるのだろうか。私見によれば、このことは、彼方の絶対他が痕跡でしかあたえられていな

いため、絶対他がわたしを強迫するこの
．．

顔の背後にあるか確証できないということに由来

する16。仮に
．．

彼方の絶対他があるなら
．．．．

他者は私以上の価値をもつ。私はそれと信じて顔の命

令（と私が思うもの）にしたがう。一方、この顔の向こうに絶対他など本当はないかもしれ

ないが、ない場合私は他者に私以上の価値などないにもかかわらず、そういう価値を与えて

いることになるだろう。私のふるまいはどちらの場合も何ら変わらない。しかしあとの場合、

私自身が価値創設者として自律していることになる。つまり自律するためには何か他律と

別のことが必要なわけではなく、絶対他にしたがい他律している場合とおなじようにふる

まっても彼方に絶対他がたまたまなければ自律していることになる。レヴィナスが能動性、

自律が不可能というのは、彼方に絶対他があるという前提で語っているだけで、実際はどう

か確証できないし、そのことをレヴィナス自身も認めるはずである（この事態が「自律他律

の矛盾の両立」である）。 

 本節では、学問的理念化を否定したなら、レヴィナスの描いているような非対称的責任を

迫られた場合の根拠追求の実際の姿はどういうものになるか、検討した。そういう場合は彼

方が否定されるとはいえ、それは決して非対称的責任の回避、抑圧を必然化するわけではな

い。この場合でも非対称的責任を履行できることを、レヴィナスのことばを手がかりとして

確認した。 

 たしかにレヴィナスが敵視する西洋哲学の主流をなす超越否定と私の議論は、超越否定

という点では同じかもしれない。しかし私は非対称的責任を否定するわけではなく、その点

では西洋哲学の主流に与するわけではないのである17。 

                                            
16 ここでは顔一般

．．
を問題にしているのではない。この

．．
顔の背後に彼方があるともないとも確言できな

いということである。 
17 うえに並べた私のレヴィナス批判に対しては、「レヴィナスはこのような反論も組み込み済みだ」

という指摘もあるかもしれない。3 節で触れたように、レヴィナスは西洋哲学の主流は「存在の彼方」

を、論理的な矛盾と見なし、それゆえにまじめな思考の対象ではないとして排除してきたという。

この議論を敷衍すれば、私が述べてきたような反論は、利己性に支配された存在の論理がすべてを

支配包摂してしまうための議論であり、西洋哲学の悪弊を繰り返しているだけだということになり

はしないか。 

  しかし、私の考えでは、レヴィナスは、西洋哲学による彼方の否定の議論を、次のような基本形

態をとるとみなしている。①レヴィナスのように顔の要求、とりわけその非対称的要求を真剣にと

らえる試み（つまり当為としての正当性を認める試み）は、存在にはつきないところに向かわざる

をえない（ここから存在ならざる彼方へのかかわりが生じる）が、西洋哲学の主流はその道を、矛

盾を含むものとして排除する（この排除を批判し、絶対他を取り戻そうとするのが彼のいう「懐疑

論」である）。②そのうえで西洋哲学の主流は、顔の要求を真剣に受けとらず、つまり当為としての

正当性を否定して、彼方なき存在にすべては収まると言い張る（たとえば「正義」を顔からでなく、

利己的諸個人の妥協から説明すること（「政治」からの説明）など）。  

  一方、私の上の議論は、このようにみなされレヴィナスから批判される西洋哲学の主流のやり口

とは異なっている。むしろ①のレヴィナスのように、顔の要求を認めている。しかしレヴィナスと

違って、顔の要求を認めながらも存在の彼方に向かう必要はないと示している。存在の彼方に向か

う必要がないという点では西洋哲学の主流と共通ではあるものの、（a）私の上の議論は西洋哲学の

主流の行う存在への取り込み（②）とはことなり、顔の要求を真剣にとらえていて、その正当性を

否定していない。ただ①における、彼方へ向かう主張とことなるのは、私の上の議論は超越を前提
．．．．．

とせず
．．．

決着できることだと主張している点だけである。（b）私の批判は、彼方への批判の常套句で

ある「彼方を主張することが矛盾を犯している」という点にはない。そうではなく、「彼方」という
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概念に頼る必要がないということである。だから、「彼方」を批判する論理にコミットすることがな

い段階に、私の批判の核心はとどまっているのである。したがって、私の議論を解決済みの議論の

ひとつとみなして片づけることはできないはずである。  
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ハイデガー・フォーラム第十回大会を終えるにあたって 

 

森 一郎（東北大学）  

 

 

 記念すべき第十回大会の全日程を終えるにあたり、安部浩さんのお許しを得て、ごく手

短にお話しさせていただきます。  

 2006 年の第一回大会から数えるとじつはまだ九年しか経っていませんが、それ以前に創

立準備期間が二年間ほどあり、2005 年夏には京都で準備のための会合をもちました。なの

で、「創立十周年」と言っても間違いではないことになります。  

 第一回大会は、伊藤徹さんに、初日のトリを務めていただきました。その伊藤さんと大

会前の準備でお会いしたとき、激励半分にこう言われました。「新しいことを始める場合、

十年もてばいい。あとはもう終わりでいい」。笑って受け流しながら、内心ムッとしまし

た。しかし、次第にその言葉が重くのしかかってくるのを感じました。  

たしかに、言い尽くせぬほどいろいろなことがあった十年間でした。大きな出来事とし

ては、2011 年 3 月、東日本大震災がありました。ハイデガー・フォーラム自体は、毎年着

実に歩みを続けてきた一方で、ゆかりの方々が亡くなられました。まずもって、第一回大

会の伊藤さんの発表は、その少し前に亡くなった溝口宏平さん（1946-2006）追悼の意が込

められていました。ハイデガー研究を長らく牽引されフォーラムの賛同人でもあった、川

原栄峰さん（1921-2007）、渡邊二郎さん（1931-2008）、辻村公一さん（1922-2010）、門脇俊

介さん（1954-2010）を、われわれは喪いました。昨年は、木田元さん（1928-2014）が、今

年に入ってからは、フォーラムの常連だった岩田靖夫さん（1932-2015）、第一回大会で華々

しく発表くださった港道隆さん（1953-2015）が、逝去されました。綺羅星のような先達の

学恩に感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。  

ハイデガー・フォーラムは、毎年それなりに盛り上がったような気が私はしますが、そ

うでもなかったと思う方もおられることでしょう。創設以来、イベント性―つまり出来

事性―を大事にしてきましたが、十年も経つとマンネリに陥る危険が増します。今後ま

すますパフォーマンス性―つまり遂行性―を追求していかなくてはなりません。その

ための千載一遇の好機を、われわれはこのたび思いがけなくも与えられました。総会で先

ほど発表のあった「ハイデガー・フォーラム渡邊二郎賞」です。  

順調に続いてきたかに見えるハイデガー・フォーラムにとって、当初から悩みのタネだ

ったのが、発表希望者の応募が多くなかったことと、応募発表枠の公開審査にあたっての

支持票の投票が少なかったことです。その弱点を克服し、かつ大会当日の盛り上がりを後

押ししてくれそうなのが、応募発表者の間で競われる賞金十万円獲得レースです。大会が

そっくり受賞コンクールと化し、その場の聴衆全員が審査員となるのですから、面白くな

いはずがありません。とはいえ、油断は禁物です。故人そして遺族からいただいたせっか

くの篤志をムダにしてしまう危険は、つねに付きまとっています。  
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そこで、思いも新たに、皆さんにここで呼びかけたいと思います。  

空虚な業績作りでも、ただの見世物でもなく、真剣勝負の哲学的討議を思いっきりぶつ

け合うという、フォーラム創設時の志を、われわれはもう一度確かめ合おうではありませ

んか。世界の関節が外れてしまったようなこの危機の時代にこそ、哲学に輝きを取り戻そ

うではありませんか。十年前に誓い合った初志、しかし居眠りし始めているかもしれない

初志を、ふたたび目覚めさせようではありませんか。呑気に物を考えることは楽しい、遠

慮会釈なく自由に議論を戦わせることは快感だ、―われら哲学マニアどもに共通のこの

根本確信を、今の世に発信し続けていこうではありませんか。  

あらたな始まりを、皆さんと一緒に築いていけることを心強く、嬉しく思います。来年、

名古屋大学で開かれるハイデガー・フォーラムで、また元気にお会いしましょう。  

 

＊付記―大会終了直後、虫明茂さんの訃報を伝え聞いた。就実大学のウェッブサイト内

にハイデガー・フォーラムのホームページを気前よく立ち上げていただき、その管理を

長らく担当くださった、われわれの頼もしい賛同人のお一人であった。ご冥福をお祈り

申し上げたい。  

 

 

Ichiro MORI 

Grüße am Schluß der zehnten Tagung 

 vom Heidegger-Forum in Japan 

 


