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デリダ、アドルノ、ハイデガー 
 ― 超越論からの離反の行方をめぐって ―  

 

上利 博規（静岡大学） 

 

 

1 問題 
 

 既に『声と現象』（1967）においてフッサールを批判したように見えたデリダは、『盲者

の記憶』（1991）において再び超越論的思考の重要さに言及している。絵画論である『盲者

の記憶』がなぜ超越論と関係するのか。 

 ハイデガー、アドルノ、デリダは、いずれも初期にフッサール研究に携わった後に超越

論から離反し、詩、音楽、絵画などの芸術を手掛かりにそれぞれの思考の道を進んだ。と

すれば、超越論からの離反と芸術論の展開には何らかの結びつきがあるということになる

のであろうか。 

 本論は、こうした問いを手掛かりとして、デリダはその芸術論を通して超越論では扱え

ないような問題に関わる「もう一つ別の思考」を見出し、超越論を準-超越論へと脱構築し

た、この「準-」（quasi-）は芸術の力を示しているが芸術の力は何かを表現することではな

く、傷つけ深淵を切り開く力であり、不可能性・アポリアに耐える力にほかならない、と

いう結論にいたるものである。 

 

 

2 超越論からの離反 
 

 まず、ハイデガー、アドルノ、デリダにおける超越論からの離反の仕方を概観しておく

ことにしよう。 

 

（1） ハイデガーにおける超越論からの離反 
 初期のハイデガーにおいてフッサールの果たした役割が決定的に重要であったことは繰

り返すまでもないが、フッサールからの影響は『存在と時間』にも色濃く反映している。 

 たとえば、『存在と時間』の第 1 部は「時間性をめがける現存在の学的解釈と、存在に対

する問いの超越論的地平としての時間の説明」という表題をもち、存在への問いが超越論

の立場からなされていることが告げられている。そして、「存在は端的な存在者である。…

現存在の存在の超越は…際立った超越である。存在を超越者として開示することはいずれ

も、超越論的認識である。現象学的真理（存在の開示性）は超越（論）的真理なのである」

（38）と述べられている。 

 ところが、ハイデガーはその後『形而上学とは何か』『カントと形而上学の問題』『根拠
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の本質について』などで、現象学的な超越論だけにとどまらず西洋哲学史そのものを問題

にする形而上学の立場から超越についての問い直しを始めたことは知られているところで

ある。こうしてハイデガーは、『存在と時間』の後、フッサールの超越論からカントやライ

プニッツなどを通して「存在者全体の超越」（形而上学）へ、さらに「形而上学全体の超越」

へ（存在史）と向かうことになるが、とはいえ、「解体は、現象学及びすべての解釈学的-

超越論的な問うことと同様、いまだ存在史的には思考されていない」（『ニーチェ』）、「超越

論的なもの、つまり超え行くことと跳躍とは等しくはないが、同じである」（『根拠律』）と

いわれるように、超越論から形而上学へという道が単純に超越論を捨て去ったと言い切る

ことができるわけではないことも明らかである。 

 

（2） アドルノにおける超越論からの離反 
 後に激しくハイデガーを批判するようになるアドルノも、フッサール超越論に対して疑

問を抱くハイデガーとそれほど遠くないところにいた。まず、アドルノにおけるフッサー

ルとの関係を確認しておこう。 

 アドルノについてはそれほど広く知られていないので、少し煩雑にはなるが、フッサー

ルとの関係をやや詳しく述べておきたい。アドルノは学生時代の 1922 年に新カント派のハ

ンス・コルネリウスに師事しフッサールの演習に出席していたが、1924 年には博士論文「フ

ッサール現象学における事物的なものとノエマ的なものの超越」を執筆した。ここでは、

事物とは意識によって構成された現象の合法則的連関であるから、理念的かつ経験的であ

ることが述べられている。ところが、同じ年にアドルノはアルバン･ベルクの『ヴォツェッ

ク』を聴き、ここに救いの可能性が表現されていると心を打たれベルクを作曲の師とする

が、翌年ベルクからの「あなたはいつの日かカントかベートーヴェンのいずれかを選ぶ決

断をしなければならなくなる」という手紙を受け取る。アドルノは音楽にも携わりつつ、

1927 年に教授資格論文「超越論的心理学における無意識の概念」を試み、精神分析は社会

における無意識的呪縛から解放に有効な手段であることを述べようとした。しかし、結局

1933 年に教授資格論文「キェルケゴールにおける美的なものの構成」を発表することにな

る。そして、1937 年から 1938 年にかけておおよそが書かれ、1956 年に出版となった『認

識論のメタクリティーク ― フッサールと現象学的アンチノミーに関する諸研究』にお

いてフッサールを批判するに至る。このことからもわかるように、アドルノはおおよそ

1930 年前後にフッサールから離反しているとみなすことができる。 

 さて、その『認識論のメタクリティーク』であるが、この書は、主観への反省を通じて

第一者を絶対的なものへと高めようとする認識論として現われた根源哲学（die Ursprungs- 

philosophie）は同一性への強制を強める、ということを現象学をモデルに批判したもので

ある。たとえばそこでは次のように述べられている。「フッサールの哲学はきっかけであっ

て目的ではない。…フッサール批判がフッサールとの対決の先に狙っているのはフッサー

ルが精力的に獲得しようとしていた出発点への批判である。」つまり、一般的な言い方をす

れば、労働などを通じて主観と客観相互の間に作り出される運動という弁証法的な立場か

ら、主観や客観が同一性をもつものと考え、主観と客観を弁証法的な運動の要素として見
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ようとしない認識論、あるいは超越論を批判したものということができる。 

 たとえば、次のように述べる。「思考はひとつの主体を必要とし、しかもこの主体の概念

からは事実的な基体を追い払うわけにはいかないのだ。…弁証法的思考において世界と人

間は、長子の権利をどんな犠牲を払っても相互に主張してやまない仲の悪い兄弟、といっ

た姿で立てられはしない。弁証法的思考において世界と人間は、全体の契機 ― たがいを

産出しながら独立的に現れている、全体における契機 ― として展開されるのだ。…認識

はもっぱら主観もしくは客観に還元されうるはずだという主張は、孤立化すなわち解体を、

真理の法則に祭りあげる。百%孤立化したものは、自分を超えたものをいっさい指さすこ

とのない純然たる同一性（die bloße Identität, die in nichts über sich hinausweist）であって、

一切合切を主観もしくは客観に還元しつくそうという振る舞いはそのような同一性の理想

を体現している。」（S.94f., p.116f.） 

 ここで興味深いのは、批判されている認識論・超越論は超越について論じているはずな

のに、「自分を超えたものをいっさい指さすこと」がないと述べている点である1。つまり、

ここにフッサールとアドルノにおける超越についての考え方の違いが現われている。アド

ルノは、主観と客観の間の認識論的な超越を問題にしているのではないのである。けれど

も、アドルノがいう「自分を超えたもの」と、ハイデガーがいう「現存在の存在としての

超越」もまた同じではない。彼らの超越概念の理解の仕方を問題にする前に、次にデリダ

における超越論からの離反に触れておこう。 

 

（3） デリダにおける超越論からの離反 
 デリダとフッサールは深い関わりがあった。たとえば、1954 年「フッサール哲学におけ

る発生の問題」、1957 年の「文学対象の理念性について」、そして 1962 年『幾何学の起源』

序文、1967 年『声と現象』『グラマトロジーについて』などである。 

 『幾何学の起源』序文は根源的意味の回復に向う遡行的問いが孕む問題を論じるが、そ

こでデリダは幾何学の歴史的起源ではなく、主観における超越論的な「発生の問題」が問

題だとして次のように述べる。「われわれの関心は、かつて幾何学がその中で誕生し、＜そ

して＞それ以来数千年の伝統として現存したうえ、現になおわれわれにとって存在し、生

き生きと働き続けている、その最も根源的な意味へと遡って問うことであろう。」つまり、

「発生」という時間的問題と超越論という普遍性の関係を、理念的意味の甦りとしての反

復可能性の問題として捉える。 

 『声と現象』はこの問題をさらに推し進め、フッサールは表現されたものに対し自我の

もつ無限に総合する志向性の働きに注目して意味を回復するという目的へと回収するため

                                                        
1 アドルノは『認識論のメタクリティーク』の最後において次のように述べている。「認識論の消え

果るほかない諸概念もまた、自らを超えたものを指さしている。…救済は様々な概念のうちに沈殿

している苦悩を追想することであって、この救済が待ち望んでいるのはそれらの概念が崩壊する瞬

間である。概念の崩壊こそ哲学的批判のイデーである。…世界を解釈している時代が過ぎ去り、世

界を変革することが問題となるとき、哲学は別れを告げる。そして、その訣別に際して概念は静止

し、図像（Bilder）へと姿を変える。…今は第一哲学の時代ではなく、最後の哲学の時代なのだ。」

（S.47, p.54） 
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に、表現されたものが差異を開く側面を見ることができていないと批判するようになる。

デリダ自身は、表現の可能性は非表現的なものと表裏一体だと考え、現前と非現前の間を

行き来するエクリチュールの思考に目を向ける。こうして『グラマトロジーについて』で

は、「根源は一つの非根源、つまり痕跡によってはじめて構成されたのであって、かくして

痕跡は根源の根源となる」と延べ、「根源の思考」から「痕跡の思考」へと歩を進める。 

 とはいえ、『グラマトロジーについて』では「痕跡についての思考は超越論的現象学に還

元されることもできないが、またそれと手を切ることもできない」とも述べており、超越

論を不要のものとみなしていたわけではなかったのである。 

 

 

3 始まりに絵画、さらには深淵があった 
 

 『声と現象』は三つの引用句から始まっている。その二つ目は『イデーン』の中でテニ

ールスの絵について言及した箇所である。そして『声と現象』はその最終部分において再

びこの箇所に言及し、フッサールのテニールスの絵の捉え方（darstellen, représenter）を批

判する。ところが、アドルノも『認識論のメタクリティーク』において『イデーン』の同

じ箇所を引用し、フッサールのテニールスの絵の捉え方を批判しているのである。この奇

妙な一致には、偶然以上の意味をもっている。 

 

（1） 『イデーン』の中のテニールスの絵 
 まず、フッサールが言及したテニールスの絵とはどのようなものであったかについて述

べておきたい。 

 フランドル総督のレオポルド・ウィルヘルムの宮廷画家であったダヴィッド・テニール

ス（1610-1690）は、ウィルヘルムの画廊に集められたたくさんの絵画を眺望するようなタ

イプの絵を十点以上描いた。このようなタイプの絵画は一般に画廊画と呼ばれたが、それ

は絵画の中に絵画を描いた画中画の一種であると考えることができる。画中画一般には

様々なタイプがあり、たとえばフェルメールの絵画にも画中画が多く見られるが、中でも

画廊画は 17 世紀のオランダやフランドルなどで、その活発な商業活動による豊かな経済力

を背景にイタリアなどから絵画が買い集められ画廊において陳列されたことを背景にして

流行したものである。テニールスの画廊画はその典型であり、それらの画廊画はウィルヘ

ルムが所有している絵画がどのようなものであったかを社会に示すための目録・カタログ

のような機能を果たしていた。王立アカデミーのサロン（官展）も、さらには美術館もこ

のような画廊から発展したといわれている。 

 さて、フッサールが『イデーン』の中でテニールスを引用しながら説明しようとする「経

験」とは、一枚一枚の「絵を見る」ようなものであり、超越論とは世界経験としての「絵

画を見る」というわれわれのあり方を問題とするものである。しかし、フッサールは、「絵

画を見る」がごとき世界経験、さらには「絵画を見る」という経験についての超越論につ

いて語るとき、犬を走らせ窓やドアを描き込むという画商でもあったテニールスの巧妙な
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やり方、すなわち絵画的エクリチュールによって絵画が自然なものとして与えられている

という絵画のテクスト性を見逃しているのである。 

 フッサールは、画廊の中の絵を見ることから先に進んで、絵を見ることは画中画が構成

する「入れ子構造」に目を向けなければならなかった。のみならず、絵画一般が絵画とし

て成立するために絵画の中に引き込んでしまっている、鏡などによって絵画内部に示され

る絵画の外部や、窓やドアなどの絵画の内側の枠付けなどが織り成す「入れ子構造」にも

注目する必要があったのである。デリダが『声と現象』を、「フッサールがもう少し先に進

んだところでわれわれに与えている保証に反して、《まなざし》は《とどまる》ことができ

ない」という言葉で結んでいるのはこのためである。 

 

（2） ジッドの「紋中紋手法（mise en abyme）」 
 フッサールはテニールスの画廊画に注目しながらも、そこに無限の入れ子構造を見るこ

とができなかった。対して、デリダは少年時代に親しんだアンドレ・ジッドが『日記』の

中で絵画のもつ入れ子構造について触れていること知っていたために、テニールスの画廊

画の理解をフッサールよりも先に進めることができた。そして、それはやがてデリダ自身

の絵画論へと展開されるのである。 

 ジッドは絵画における入れ子構造について次のように『日記』で述べている。「たとえば、

メムリンクやクエンティン・マサイスの絵の中で、小さな暗い凸面鏡がそれなりに、描か

れた情景の演じられている部屋の内部を映しだす。たとえば、ベラスケスの《ラス・メニ

ーナス》という絵も（いささか異なったかたちでだが）そうだ。…紋章の手法で、最初の

紋章の<中央に>（en abyme）次の二番目の紋章を置くあの手法との比較」2。ここで言及さ

れている作品は、メムリンク「マールテン・ファン・ニューウェンホーフェンの二連祭壇

画（聖母子と寄進者）」（1487）、マサイス「両替商とその妻」（1514）、ベラスケス「ラス・

メニーナス」（1656）である。これらの絵画にはいずれも絵画を見る人の視線を絵画の内部

から外部へと反転させる装置として鏡が描かれており、鏡はそれぞれ、メムリンクではマ

リアの右肩の奥に、マサイスではテーブルの中央に、ベラスケスでは中央の壁にかかって

いる。 

 こうして、フッサール、ジッドによってテニールス、メムリンク、マサイス、ベラスケ

スという画家があげられることになるが、これにデリダが『絵画における真理』で触れて

いるヤン・ファン・エイクの「アルノルフィニ夫婦像」（1434）を加える必要がある。なぜ

なら、デリダもまたこのヤン・ファン・エイクの絵画にもやはり鏡が登場し、その鏡が絵

画の外部の世界を暗示する効果について触れているからである。 

 これら 5 人の画家を歴史的な順に並べると、ヤン・ファン・エイク→メムリンク→マサ

シス→テニールス→ベラスケスとなるが、それは単なる時間順序であるにとどまらず、彼

らの間には鏡や部屋のドアの描き方に関して影響関係があった。たとえば、ベラスケスの

『ラス・メニーナス』には鏡や開かれたドアが描き込まれているが、それは 15 世紀から流

                                                        
2 『ジイドの日記』１ 新庄嘉章訳、新潮社、1950。 
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行していた絵画における鏡の使用や、テニールスの画廊画の多くに開かれたドアが描き込

まれていることと無関係ではないのである。つまり、一枚の絵画は調和をもち完結した統

一体であるのではなく、鏡やドアや窓、あるいは衣装などそれぞれがそれぞれの引用の歴

史をもっており、それらが多重の枠を作り上げているのである。 

 

（3） 「絵画を見る」ことから「絵画を読む」ことへ、 
すなわち「深淵」（abyme）へ 

 デリダはジッドのいう「紋中紋手法（mise en abyme）」をエクリチュール論一般の問題

として捉え、「絵画を見る」ことはこうした「入れ子構造」に踏み入ることであると考えた

のであった。そして、「入れ子構造」（mise en abyme）が「深淵」（abyme）を開くものであ

る以上、「絵画を見る」ことは「絵画」を視覚によって見ることでもないし、表象的に見る

ことでもなく、「深淵」を見ること、つまり見えないものを見るという「盲目」の経験にほ

かならないと考えるに至ったのである。絵画の始まりはテクスト一般が構成するような「入

れ子構造」（「合わせ鏡構造」）であったがゆえに、デリダは「絵画を見る」のではなくエク

リチュールが作り出す「入れ子構造」としてのテクストについての思考を始めることがで

きたのである。 

 そして、アドルノもデリダと同じように、『認識論のメタクリティーク』においてフッサ

ールのテニールスの引用について言及し、テニールスの画廊画の「入れ子構造」を悪無限

とした上で、現象学は画廊の中で絵画を眺めるような態度で世界を観察しているに過ぎな

い、すなわち「覗き舞台としての世界」であると批判しているのである3。 

 

 

4 デリダの絵画論と超越論 
 

（1） デリダの絵画論 
 『絵画における真理』は四つの論文と「パス=パルトゥー」（passe-partout）という準-序

論からなりたっている。パス=パルトゥーとは絵画を額縁（cardre、枠）に収める額縁装飾

であり、絵画と額縁をつなぐ主題化されない余白である。とはいえ、近代に始まる額縁装

飾の歴史において、余白としてのパス=パルトゥーのあり方は絵画作品に大きな影響を与

える重要なものとみなされている。 

 そのパス=パルトゥーにおいてデリダは、「私は四度絵画をめぐって書く」（J'écris ici 

quatre fois, autour de la peinture.）と述べている。四度というのは具体的にはカント論、アダ

ミ論、ティテュス＝カルメル論、ハイデガー論を指すが、「めぐって書く」という言葉は、

それが従来のような芸術作品や芸術哲学の論じ方とは異なることを示している。すなわち、

デリダは芸術一般とは何か、それぞれの芸術作品の本質は何かというではなく、それらの

周辺をめぐりながら、絵画における真理に場を与えるもの、絵画を「枠づけるもの」を四

                                                        
3 『認識論のメタクリティーク』法政大学出版局、1995、p.282f.。 
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つのやり方によって問題にしているのである。パス=パルトゥーという厚紙の存在は、自

らは主題化されることなく「何かを見せる働き」をするものである。主題化されないこと

によって自らの存在が些かもゆるがされることなく機能するもの、それがパス=パルトゥ

ーなのである。 

 そしてデリダは次のようにも述べている。「もしも、『絵画における真理』という言い回

しが、『真理』の力をもち、その戯れによって、深淵（l'abîme）に向かって開くとするなら、

それはおそらくは、絵画においては、ことは真理にかかわり、真理の内にあっては、こと

は深淵にかかわるからなのである」。 

 このようなパス=パルトゥーに続いて『絵画における真理』では、まずヘーゲルとカン

トの芸術論が取り上げられる。未だ自分について知らない精神が自己理解を深めてゆく運

動を通して自己自身に到達すること、そこに「精神の現象」を見ようとするヘーゲルにお

いては、「合わせ鏡構造」の中で描かれてゆく自画像は最終的に十分な自己理解に達するこ

とができる、すなわちその深淵は埋められることになる。 

 

（2） 超越論を傷つける（abîmer）こと 
 カントは『判断力批判』の「美の分析論」の§14「実例による説明」において、本来は

作品（ ergon）とはみなされず作品の補助的な役割をする額縁のようなパレルゴン

（par-ergon）について論じている。 そこでは「装飾（parerga）と呼ばれるもの、すなわ

ち、対象の完全な表象へその内面的要素として属しているものでなく、単に外面的に付添

物として趣味の満足を増大するもの」と述べられているが、このような、パレルゴンを作

品にとっては飾りでしかないものと考え、作品を作品として見せる働きとしてのパレルゴ

ンとの関係を顧慮しようとしないところに、超越論的論理学の枠を借用して「美の分析論」

を論じようとするカントの問題の立て方がある。 

 デリダはこのように論じるが、その論じ方は、決して枠の本質や真理がいかなるもので

あるかという「枠の超越論性」を明らかにするようなものではなく、枠がパレルゴンとし

て働いていることを見出すことにほかならない。これが「絵画をめぐって書く」というこ

とである。デリダは、自らは場所をもたないパレルゴンをめぐり、たとえばヘーゲルの体

系の中に部分が全体を追い越すような「合わせ鏡」（mise en abyme）構造として深淵（abîme）

を開き、たとえばカントのパレルゴンに関する記述の中に作品（ergon）と共犯的関係にあ

るはずのパレルゴンを作品の外に自然化して排出するような操作が行なわれていることを

見出すのである。さらには、このような操作は、『判断力批判』の序論で述べられているよ

うな「感性的なものとしての自然概念の領域と超感性的なものとしての自由概念との間に

は巨大な深淵」に対し「一方の領域から他の領域へ橋梁を架すること」ために要請された

ものであるが、深淵を埋めるための芸術をカントが「橋梁」という比喩を使って表現して

いるところも、既に「入れ子構造」の深淵が見出せるのである。 

 こうしてデリダは、カントの超越論的な美学の中に「分析の論理」よりも一層強力な「パ

レルゴンの論理」を見出し、超越論の枠を傷つける。デリダの芸術論は、自らは場所をも

たないパレルゴンをめぐり、部分が全体を追い越すような「合わせ鏡」（mise en abyme）
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構造として深淵（abîme）を開くのである。 

 

 

5 芸術と準-超越論 
 

（1） 超越論から準-超越論への移行と芸術 
 デリダが超越論から離反しようとするとき、そこに絵画の問題があった。芸術の深淵は

超越論を傷つける。『盲者の記憶』では、それは超越論的な問題設定に対して切り開かられ

る盲目として語られる。それは超越論につけられた傷であり、超越論の傷は「もう一つ別

の思考」を求める。しかし、それは超越論を放棄することを意味するわけではない。可能

的条件を思考する超越論は、深淵によって傷つけられた不可能性の条件をも思考する準-

超越論となるのである。 

 「準-超越論」とはどのようなものであるかについてはデリダ自身が「脱構築とプラグマ

ティズムについての考察」（『脱構築とプラグマティズム』）において次のように要約的に言

及している。そこで述べられている論旨は以下のとおりである。 

 ① 無益で脆弱な経験的言説の内部にとどまらないために超越論は必要である。 

 ② しかし、超越論的な問いは果てしなく革新する必要があり、虚構や偶発性や偶然性

に含まれている可能性を考慮した新しい超越論的な問いが必要である。 

 ③ それが準-超越論と呼ぶところのものである。 

 ④ この準-超越論は、超越論では扱えないアポリアの問題に関わる。 

ここでいわれる「超越論では扱えないアポリアの問題」、これが「超越論的な盲目」の問題

である。こうしてデリダは、従来の超越論が扱いきれなかった虚構や偶然性、そしてそれ

らが作り出すアポリアなどを含みこんだような新しい超越論を準-超越論として要請する

のである。 

 さらに、デリダは準-超越論の「準」（quasi-）について次のようにもいう。それはアイロ

ニーやコメディーやパロディーに近いものであり、フィクションや文学の問題と切り離せ

ないものである。ここでわれわれは、デリダのエクリチュール論が純粋な理念的意味の構

成がどこまで可能かを問うたフッサールの超越論と偶然的なものと触れ合いながら閉じら

れることなくどこまでも生成を続ける文学的エクリチュールとの間で生まれ展開されたこ

とを思い起こせば、デリダにおける超越論と芸術との関係、あるいは準-超越論の問題が既

にデリダに関するなじみのある問題であることが理解できよう。 

 『絵画にかける真理』の中では、「パレルゴンがタイトルであったなら」と述べられてい

るように、作品（ergon）ではないパレルゴンをあたかも一つの作品のように扱う擬似的方

法が「準」（quasi）であった。とはいえ、それは単に超越論以上の芸術を擬似-超越論的に

扱うことではない。もしそのようにすれば、芸術ないしは準-超越論は、超越論を基準にし、

超越論に準ずるものとして思考することになるだろう。事態は逆であって、擬似的方法を

超越論以上の芸術的なものとして考えなければならない。カントの超越論的美学の中に既

にそれ以上の「パレルゴンの論理」が働いていることをデリダが見出したように、超越論
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の枠を傷つけ、そこからはみ出ること、それが準-超越論である。「準-」は何かに準じると

いう二次的なものであることを意味するのではなく、逆に超越論の枠を作りながら自らは

そこから身を引いているものに向かおうとするのである。あるいはこういってもよいかも

知れない。フッサールの超越論は深淵について取り扱うことができないから、これを超越

論的に扱うおうとすると超越論は準-超越論へと変容せざるを得ない。芸術は「戯れ」によ

って超越論が扱うことのできなかった深淵（abîme）に関わることが可能であるしまたそう

せざるを得ないのである、と。そうである以上、芸術は単に超越論を侵犯し準-超越論とさ

せるのみならず、いたるところ（partout）に関わっていることになる。すなわち、脱構築
．．．

一般には芸術的な力が不可欠なのである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。 

 以上のように、「準-」（quasi）とは本来はそうでないものを「あたかも～であるかのよう

に」扱うことである。ここに、フィクションや文学の問題がある。準-超越論は、従来は超

越論の問題とは考えられなかったものを超越論のように論じる。準-超越論は、超越論とい

う限定の侵犯でもある。つまり、「準」（quasi）を付加することは、付加されるもの（ここ

では超越論）を基準とするような一つのコードを脱構築することである。 

 かくして、われわれは超越論からの離反において、なぜデリダが芸術を経由したかを理

解するに至る。超越論には取り扱うことができなかった表現における非表現的なものへの

問い、一言でいえば痕跡への問いを芸術は含んでいる。芸術の思考は還元できないものを

それとして見つめ受容する力である。それは理解できない深淵を見守る力である。「超越論

的な理解からそれてゆく他者を見守る力」、それが芸術である。それは「見る力」ではなく、

「盲目の力」にほかならない。これが『盲者の記憶』において「超越論的盲目」と呼ばれ

ていたものである。「超越論的盲目」を含む準-超越論は、哲学への文学的エクリチュール

の侵入、哲学の脱構築であり、芸術の力によって哲学が準-哲学化されることである。 

 

（2） アドルノにおける準-超越論 
 デリダとアドルノが『イデーン』におけるテニールスの絵画に注目したという奇妙な符

号については既に述べた。そして、超越論から離反したデリダは芸術を経て準-超越論に至

ったが、同じく超越論から離反し、音楽的超越の中に自らを乗り越える力を見出したアド

ルノにはデリダのいうような準-超越論的な考え方を見出すことはできるのであろうか。 

 ベートーヴェンは古典的ソナタ形式を乗り越えようとした時、自らのソナタに「幻想曲

風ソナタ」（Sonata quasi una fantasia）という題を付した。その理由は、当時幻想曲は即興

曲に近い意味で用いられており、即興曲のような「展開部の幻想特性」により古典的ソナ

タ形式を超え出ようとしたことにある。ところが、アドルノにも"Quasi una fantasia"という

標題をもつ音楽評論集があり、この標題がベートーヴェンに由来するものであろうことは

想像に難くない。とすれば、アドルノがベートーヴェンの展開部に注目し、ベートーヴェ

ンにおける音楽的超越を展開部に見ようとするアドルノの"Quasi una fantasia"と題された

評論集もまた、主題という主観的で個別的なものから超え出ようとする力にもとづいて「彼

方へとさまよう自由な夢想」を求めたと考えることができる 。ここには超越論にはない「自

らを超えたものを指さす」力を見ることができるのである。それはまさにテニールスの画
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廊画のような態度で世界を観察する認識論的超越論に対し、主観が客観との関係の中で自

らの主観性を克服する弁証法運動を通して「自分を超えたもの」を見出そうとするアドル

ノの姿であった。 

 そして、やがてアドルノの作曲の師であるベルクによってソナタが清算されたように、

アドルノもまた肯定的に突き進む弁証法的思考ではなく「否定的弁証法」の中に唯一残さ

れた思考の誠実さを見ることになる。アドルノの「非同一性の思考」を、デリダの準-超越

論的思考と同じものとみなすことができるかという問題については、デリダ自身が『フィ

ッシュ』で述べるように、容易ならざる今後の課題ということになるであろう。しかし、

アドルノが直線的に論理を展開するような著述方法ではなく、『ミニマ・モラリア』のよう

な形での論述を好み、『否定的弁証法』のような哲学的著述においてさえもそのつどの言葉

に立ち止まりつつ同一化する論理からそれてゆく非同一性を浮上させることを要求するこ

とを思い合わせれば、「否定的弁証法」をいわば準-弁証法として捉えることができるので

はないだろうか。アドルノが『ベートーヴェン 音楽の哲学』の中で述べている、「偉大な

ものは…形式の自律へと解消できないものを含んでいる」という言葉も、そのことを示し

ているように思われる。とはいえ、デリダとアドルノの思考を簡単に同一視できなことも

確かである。 

 

（3）  芸術的超越と準-超越論の射程 
 以上のように、アドルノとデリダは超越論から離反した後に、芸術を経由しながら超越

論では捉えることのできない局面を開いていった。最後に、彼らが到達した地点がどのよ

うな射程を有するものであるかを確認しよう。準-超越論は芸術に特有なものではなく、デ

リダが関わってきたことすべてに関係している 。たとえばデリダはエルネストの政治にお

ける超越論性の問題についての議論に同意し 、あるいはデリダ自ら死刑を法権利の可能性

の問題として捉えようとすればそれは（準-）超越論の問題となると語っている。決定不可

能性、贈与など、超越論では論じることのできなかった局面を開こうとするデリダにとっ

て、芸術的問題に限らず、倫理的問題にも政治的にも準-超越論的問題がその核心をなして

いるのである。 

 たとえば、贈与概念においてデリダは、純粋な贈与は意識化され得ず、したがってその

存在を問うことができないというアポリアを見る。歓待についても同様である。純粋な歓

待は不可能である。なぜなら、絶対的な歓待は見知らぬ客をその出自にかかわらず敵対性

hostility に先行してもてなすことであるが、それはまた出自のわからぬものにおのれを明

け渡し、自らを危うくすることだからである。デリダが最後に関わっていた赦しについて

も同様である。人が反社会的な行為を行なった場合、その人に対して社会が示す態度には

幾つかがある。たとえば、その人を二度と社会の中に取り込むことをしないような場合で

あり、たとえば社会からの追放、あるいは決定的なマークを与えるなどである。またある

場合には、何がしかの刑罰を課し、これが果たされることによって社会復帰を許す。ある

いは、その人が再社会化されたことを確認することによって、社会復帰を認めるという場

合もある。たとえば、教育刑という考えはこれに近いであろうし、また「自らの罪を反省
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し、心から謝罪する」場合がこれにあたるであろう。しかし、デリダが問題にするのは、

このような許しではない。というのも、もし反社会的行為を行なった人が、再社会化を起

こさなかったらどうするのか。罪を認め謝罪することをしようとしない人に対して、人は

赦すことができるのか。謝罪したから許すのであれば、それば条件的許しである。絶対的

な赦しは、許す条件が全く認められない赦し難いときにこそ求められるものである。赦し

が問題になるのは、人が赦すことのアポリアの前に立ち尽くし、赦すことが不可能である

と思われるまさにその瞬間である。 

 以上のように、贈与・歓待・赦しのいずれにおいても、それが絶対的なものであろうと

すると直面せざるを得ないアポリアの経験にこそ、それらの最も革新的な局面が開かれる。

では、これらの経験がどのような意味で準-超越論を要請することになるのであろうか。 

 たとえば、絶対的な赦しがその不可能性の前にでなければ成立しないと考える理由とし

て、デリダはたとえば次のように語る。「赦しがあるためには、取り返しのつかないことが

思い出され、それが現前し、その傷が開いたままでいることを要求します。」（Pour que 

pardon il y ait, il faut que l'irréparable soit rappelé qu'il reste present, que la blessure reste 

ouverte.）ここで言われているような「取り返しのつかないこと」「傷」が想い起こされる

ことが必要なのである。しかし、それはまた想い起し、語ることが不可能な出来事でもあ

る。贈与・歓待・赦しは理性による交換可能性・計算可能性とは異なった次元に存在して

いる。贈与には「どこまで与えれば贈与は十分となるか」という計算する尺度は存在しな

い。どこまで人を歓待すれば十分なのか、どこまで赦せば十分なのか。それらに尺度はな

い。 

 そのような不十分さこそが、つまりは十分な贈与・歓待・赦しの不可能性こそが、贈与・

歓待・赦しを構成する条件なのである。ここにこそ、それらの経験が超越論ではなく、そ

の不可能性までも含みこんだ準-超越論を要請する理由があるのである。そして、おそらく

は芸術的経験とは、その翻訳・横断・変換能力などによって、その不可能性を記憶し想い

起こす力なのである。 

 

 

6 結び 
 

 デリダは表現における非表現的なものを問うことを通して、芸術を「痕跡」による負債

への応答としての rendre と考えた。芸術は超越論的な思考を傷つけ、崩壊させる。準-超越

論は、超越論的な思考の不可能性に関わる。かくして超越論から離反したデリダの芸術論

は、普遍性を求める思考には還元できない政治・倫理・詩の交差する先端（pointe）・決断

（décision）の場において、いかにして契約的諸関係や権利・義務関係に先行する他者関係

を保持し、他者への「前‐起源的信頼性」（fiabilité pré-originaire）を獲得するかという歓

待につながる問いになった。芸術は感性的作品の制作ではないし、内面性の再現前でもな

く、芸術は論証し得ない「前-起源的信頼性」の「痕跡」を「証言」することである。芸術

的超越は、感性的なものの中に超感性的なものが存在することではない。 
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 贈与・歓待・赦しがアポリアをもつことをデリダは強調する。赦し難いものを赦さなけ

ればならないというアポリアの経験、そのような不可能性に直面することが重要だという。

キュブラー・ロスが『死ぬ瞬間』において考え続けた「死の受容」、それは最も受け入れ難

いものをいかに受け入れるかという問題であった。それらには、不可能性を見出し、不可

能性に耐え、不可能性を受け入れること、という共通するものがあるように思われる。ア

ドルノはベケットの劇についての著作において、次のように述べている。「どんなに涙を流

しても、鎧を溶かすことはできない。そこには涙の乾いた顔が残るだけである。」デリダも

アドルノも安易な「乗り越え」を厳しく批判したが、彼らが考える芸術的超越は、芸術の

力によって何かを乗り越えるのではなく、むしろ逆に超越の不可能性の前にたたずみ、盲

者のように手探りでゆっくりと進まなければならないことを教えるものであった。アドル

ノはホルクハイマーに宛てて次のような手紙を書いたことがある。「自己を乗り越える超越

ということこそ、神学的にのみ把握できるもののように思えます。」ここで、アドルノが「の

み」と言っていることを重く取らなければならないであろう。デリダは、「喪の仕事」が簡

単に行なわれ、乗り越え難い傷が忘れられてしまうことに注意を促す。乗り越えることの

困難、そのアポリアの経験によってこそ超越は保持されるのである。 
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