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世界ラテン化におけるハイデッガーとデリダ 
 

港道 隆（甲南大学） 

 

 

 ハイデッガーとデリダ、錯綜したこの二人が切り結ぶ地点で事柄を整理するために、私

は暴力的に単純化した命題から出発したい。ハイデッガーの思惟は宗教の思惟ではないが、

宗教的次元に開かれている。デリダも然りである。その上で私は、現在自分の関心が向い

ているテーマに沿ってお話しができればと考え、現在、地球を席巻しているグローバリゼ

ーションをどう考えるかという観点を選んだ。経済のネオリベラリズムを楯に貧富の差を

ますます拡大しつつある国際資本と国際機関の動きに始まり、政治的には冷戦以後の戦争、

宗教的には「原理主義」の台頭や回帰と呼ばれるもの、正義が問われるこうした事態を哲

学的に、いかに考えたら良いのか？ハイデッガーが「ヨーロッパの世界化」と呼び、存在

の思惟から一定の答えを出そうとした問題であるが、デリダはそれを mondialatinisation「世

界ラテン化」と呼んでいる。最小限の定義を挙げれば、それは「神の死の経験としてのキ

リスト教と遠隔科学技術資本主義との同盟」である。物、貨幣、サーヴィス、人、そして

情報が国境を容易に通過するようになるグローバリゼーションが至るところで惹き起こし

ている困難はしかし、従来のナショナリズム／インターナショナリズムという対立項では

思考し得なくなっている。デリダ流に言えば、「現実」なるものがそうした対立項を脱構築

しているのだ。 

 政治制度と法概念、経済体制と日常生活様式、さらには哲学的・学問的な概念とレトリ

ック、そして英語に代表されるヨーロッパ言語がますます世界化するならば、その世界化

と、それが生み出す「ニヒリズム」は、アンチ・キリスト教の形態をとる動きまで含めて、

世俗化したキリスト教の動きとして見なくてはならない。そこに「世界ラテン化」という

呼称の意義がある1。しかし、後に見るように、例えば哲学的言語で、例えば英語で religion

「宗教」なるものを中立的に論じることができるのか、「宗教」を論じる時、それはキリス

ト教のカテゴリーで他の宗教をも考えることにはならないか？しかも論じる哲学的言語が

同じ伝統に属していたら何が起こるのか？こう問う時、問題はさらに錯綜してくる。なぜ

なら、心安らかに「宗教」を語ることそれ自体が「世界ラテン化」をさらに促進するかも

知れないからだ。 

                                                        
1 『哲学への寄与』でハイデッガーはこう言っている。「最も致命的なニヒリズムは、人が自らをキ

リスト教の庇護者と称し、あまつさえ、社会的業績に基づいて、自分たちのために最もキリスト教

的なキリスト教精神を要求するということに存している。このニヒリズムは、それが完全に身を隠

し、大雑把なニヒリズムと呼ばれてしかるべきもの（例えばボルシェビズム）に対しては厳しく、

かつ正統に自らを区別するということの内に、危険性の全てをもっている。［……］ニヒリズムの極

限の二つの対立形式が、相互にしかも必然的に最も激しく闘い合うとき、この闘いはどっちみちニ

ヒリズムの勝利に、すなわちニヒリズムを新たに固定することに到るのであり、おそらく、ニヒリ

ズムがなおも信仰していると考え続けることを人が自らに禁ずる、という形を取るのである」

（151-152 ページ）。 
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１．聖なるものと信との解離 
 

 私は問題提起のために、主にデリダの論文「知と信——単なる理性の諸限界における「宗

教」の二源泉」を参照する2。これは正面からハイデッガーを論じたテクストではないが、

いつものようにデリダは、「対決」のための最大の参照項としてハイデッガーを取り上げる。

その理由は、ハイデッガーが「宗教」、とりわけキリスト教との間に極めて特異な関係を結

んできたからだ。 

 ハイデッガーは、ヨーロッパを始めとして全世界を覆い尽くす観のある近代科学技術の

支配を「技術への問い」では Ge-stell と呼び、『哲学への寄与』においては Machenschaft als 

Herrschaft des Machens und Gemächtes「作ることと作り物の支配としての工作機構［作為構

造とも訳される］」3と呼んでいるが、彼はそこに存在神学としての形而上学とキリスト教

との Ge-stell への共犯関係を見てとった。第一に、ユダヤ‐キリスト教の創造思想と、そ

れに対応する神表象（Gottesvorstellung）は、「原因‐結果‐連関」（Ursache-Wirkungs-Zusam- 

menhang）によって存在を理解し、今や神は「自己原因」（Causa sui）になり、存在者は被

造物（ens creatum）になる4。第二に、信仰としてのキリスト教は、Ge-stell が蔓延させる

ニヒリズム5を覆い隠すよう機能する6。ただし、キリスト教信仰が隠蔽する Ge-stell そのも

                                                        
2 Jacques Derrida, Foi et Savoir, Eds. du Seuil, col. Points, 2000. 「信仰と知：たんなる理性の限界内に

おける「宗教」の二源泉」、松葉祥一・榊原達哉訳、『批評空間』1996 年、II-11、1997 年、II-12、II-13、
II-14。 
3 それは、何ものかが「自らを‐自ら‐によって‐作る」（Sich-von-selbst-machen）ことであり、「テ

クネーとその視座から遂行されるピュシスの解釈」である（S. 126、137 ページ）。ハイデッガーは

Machenschaft の変遷に３段階を指摘している。「第一の元初の」ギリシアの思惟においては、「ピュ

シスの力の剥奪（Entmachtung）」が生じる時には、Machenschaft はまだ、その完全な本質において

は前面には現われてはいない。それはエネルゲイアにおいて極まってくるに過ぎない。第２は、中

世の現実態 actus 概念においては、Machenschaft が前面に現われてくる。そこで起こることは、ユダ

ヤ‐キリスト教の創造思想と、それに対応する神表象（Gottes-vorstellung）であり、そこでは「原因

‐結果‐連関」（Ursache-Wirkungs-Zusammenhang）がすべてを支配するようになる。Causa sui であ

る。存在者は ens creatum、創造されたものになるのだ。それは、ピュシスからの本質的な遠ざかり

であり、近代における Machenschaft の全面的支配への移行である（S. 127、137 ページ）。古代ギリ

シアからキリスト教にいたる存在神学としての形而上学は従って、近代技術の支配を準備したこと

になる。 
4 『技術への問い』「すべて現存するもの（alles Anwesende）が原因‐作用連関の光の中で描かれる

（sich darstellen）ところでは、表象（Vorstellen）のために神でさえ、聖なるところも高きところも、

その遥かさの神秘的なるところも喪失しうる。神は、因果性の光の中で、一原因へと、causa efficiens
［作用因］へと成り下がりうるのだ。神はその時、神学の内部でさえ哲学者たちの神になる。すな

わち彼らは、秘蔵されざるものも秘蔵されたものも作為の因果性に従って規定し、その際、当の因

果性の本質の由来を沈思することがない」（S. 34、47 ページ）。 
5 存在が存在者から根本的に立ち去ってしまうという存在の本質現成（Wesung des Seyns）である

Machenschaft には、それに呼応する体‐験する（Er-leben）ことが共に属している。それは「表象‐

定立されたものとしての存在者を、関連の中心としての自己へ向けて関連づけ、そのようにして「生」

（das Leben）の中へと関係づけ入れること」を意味する（『哲学への寄与』、p. 128、140 ページ）。「騒々

しい体験‐酩酊」（lärmenden »Erlebnis«-Trunkenboldigkeit）の中で、「根こぎ」（Entwürzelung）「脱神

聖化」（Entgötterung）「脱魔術化」（Ent-zauberung）としての近代のニヒリズムが蔓延する（同、S. 139、
150 ページ）。 
6 最も致命的なニヒリズムは、ひとが自らをキリスト教の庇護者と自称し、あまつさえ、社会的業

績に基づいて、自分たちのために最もキリスト教的なキリスト教精神を要求するということに存し
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のをハイデッガーが、デリダのように「神の死の経験としてのキリスト教と遠隔科学技術

資本主義との同盟」とまで判断するか否かは定かではない。 

 その一方で彼は、『寄与』において「最後の神」（der letzte Gott）を語っている。それを

彼は「既在の神々に対する、とりわけキリスト教の神に対する全く別の神」と形容してい

る。古代ギリシアの複数の神々ではなく、「最も唯一的な唯一性」をもち、それがシュピー

ゲル誌のインタヴューの副題「かろうじてただ神のようなものだけがわれわれを救うこと

ができる」の「神のようなもの」と同じものならば、それは救う神でもあるだろう。それ

をどう考えれば良いのか？ 

 Ge-stell の支配の下で、あらゆる存在者は自明なもの、計算可能なものとして動員され、

仕立て上げられ、備蓄・管理・利用されるが、その中で存在は存在者のもとを立ち去って

いるという窮迫が拡がっているにもかかわらず、それは窮迫として理解されていない。古

代ギリシアでの存在経験において人間は、自分が無力なままに世界に内に被投されている

という圧倒される経験から出発して、世界の内で存在者の間に区分を設立し、自らの居場

所をも確保していた。そこには人間に手が届かない聖なる神が現前し、世界を可能にしな

がら天災として世界を襲う自然が潜んでいる。今や人間は、その圧倒される経験を忘れ、

思い上がるのに応じて、神々は世界から逃亡する。聖なるものを忘れるのだ。この窮迫か

ら脱却し、存在との原初的な関係のチャンスを与えるのが「最後の神」の Wink であり、

それは、人間の傍らを通り過ぎる（vorbeigehen）働きとして発せられている。存在の本質

現成の響きへと「来るべき者たち」を共鳴させ応答させるチャンスである。このような図

式は、1935 年の「芸術作品の根源」における神殿の建立、同じく 1935 年の『形而上学入

門』における古代ギリシアのポリス、そして神の待望を準備する近代の詩人ヘルダーリン

の読解に通じていると思われる。とりわけヘルダーリンは、神々が逃亡した時代にあって、

新たに待望する神に場所を与え、天と地、死するものと神的なるものとのいわゆる Geviert

をもたらし、民族に言葉を与えることによって、それを引き継ぐ思索者、国家建設者の犠

牲の下に「来るべき」民族を結集する道を拓いた最高度に重要な存在である7。ここまで来

てハイデッガーは、あたかも
．．．．

預言者のように「キリスト教とは全く別の」宗教を準備して

いるのか？そうではない。Ge-stell が極まればこそ可能になる新たな存在経験を準備するだ

けであり、必然的に神はその経験に含まれる次元である。存在の思惟は「宗教」ではない。

それには従って条件がある。信仰の排除である。 

 ハイデッガーは、思惟の中には信仰の場所はないと繰り返し強調してきた。「キリスト教

                                                                                                                                                                   
ている（同、S, 139-140、151 ページ）。 
7 「技術の本質はなんら技術的なものではないのだから、技術への本質的な熟慮と技術との決定的

な対決は、一方では技術の本質と似ていながら、他方ではそれとは根本的に異なる領域の中で起こ

るのでなければならない。そうした領域が芸術である」（『技術への問い』S. 42、62 ページ）。 
 『ニーチェ』講義ではこう言われている。「ヘルダーリンとニーチェは、この相克を取り出すこと

によって、ドイツ人の本質を歴史的に見いだすという課題に一つの疑問符を投げかけたのである。

私たちはこの疑問符を理解するであろうか。確実なことはひとつ、歴史はもし私たちがそれを理解

しなければ必ず仕返しをするということである」（薗田宗人訳『ニーチェ』I、130 ページ、また『ニ

ーチェ、芸術としての力への意志』、全集 43 巻、122 ページ）。 
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哲学なるものは存在せず、そうしたものは「木製の鉄」でしかない（『現象学と神学』）8。

「哲学は……原理において無神論でなければならない」9。哲学は、根源的なキリスト教信

仰にとっては愚行である」「この愚行の中にこそ哲学は成立する」10。その上、存在神学は

ハイデッガーにとって「破壊」の対象であった。こうして宗教的な信仰、信じることをハ

イデッガーは徹底して思惟から排除する。それは、宗教以前にも、以外にも、何ごとかを

軽々しく信じたり、何らかの権威に盲目的に同意することでもあるだろう。（こうした徹底

した軽信批判は哲学的営為なら継承するのは当然である。）以上のようなハイデッガーの身

振りから明らかになることは何か？それは、「聖なるもの」（das Heilige）「神的なもの」「唯

一の神」を肯定しながら、それに対する信仰を徹底的に拒否する可能性である。「ヒューマ

ニズム書簡」でも同じように神を語っているが11、それについてハイデッガーは、1953 年

の「福音書アカデミー」における発言でこう言っている。「『ヒューマニズム書簡』の一節

が語っているのは専ら詩人の神であって、啓示の神ではない」。啓示の神ではない、すなわ

ちキリスト教の信仰の神ではない。「神学」の神ではない。ギリシア‐ヘルダーリンの伝統、

ないし原‐キリスト教の伝統から「聖なるもの」を肯定しつつ、その分だけ激しく教条主

義と信仰とに抵抗する（原理主義的批判）。こうして、信仰と神、少なくとも信仰と「聖な

るもの」は解離しうることが示されている。 

 デリダが留保を示すのは、信仰に対するこの抵抗にである。そしてハイデッガー自身の

思惟にデリダは、「信じること」の肯定を探り当てている（問いに潜む Zusage［承諾、応

諾、約束］「言葉の本質」『言葉への途上』）12。しかし、ここでは詳しく追えないが、『寄

                                                        
8 Phänomenologie und Theologie, Klostermann, 1970, S, 32、45 ページ。 
9 Phänomenologische Interpretation zu Aristoteles, GA 61, S. 197. Martin Heidegger, Interprétations phe- 
noménologiques d’Aristote （texte bilingue）, traduit par J.-F. Courtine, T.E.R, Trans-Europ-Repress, 
Mauvezin, 1992, p. 27. 
10 Einführung in die Metaphysik, GA 40, S. 9、平凡社 22 ページ。 
11 『ヒューマニズム書簡』からの引用。「存在の真理から初めて聖なるものの本質が思惟されうる。

聖なるものの本質から初めて神性の本質が思惟されうる。神性の本質の光の内で初めて、「神」とい

う語が何を名づけるべきかが思惟され言われうるのである（『道標』、444 ページ）。また、「同一性

と差異」。「Causa sui。それが哲学において神に相応しい名前である。この神に人間は、祈ることも

犠牲を行なうこともできない。Causa sui を前にして人間は、怖れに満ちて跪くことも、楽器を演奏

し歌い踊ることもできない。かくして無‐神の思惟は、哲学者たちの神を放棄するよう強いられる

と感じるが、それはおそらく、聖なる神により誓いのだ。だが、それが意味するのはただ、その思

惟が存在‐神学がそう思いたいよりも、聖なる神により開かれているということに過ぎない（fr. P. 
306）。 
12 デリダはしかし、1953 年の「アナクシマンドロスの箴言」の次の一節に注目している。それは当

の箴言全体をドイツ語に翻訳した後にハイデッガーが付した一節である。 
 

 われわれはこの翻訳を学問的に証明する（beweisen）ことはできないし、また何らかの権威を

当てにしてこの翻訳をただ信仰する［信頼する、信じる］（glauben）ことも許されない。［言外に

「学問的な」］証明［証拠］の射程は短すぎる。信仰は思索［思惟すること］の中にはいかなる場

も持たない（Der Glaube hat im Denken keinen Platz）」。（「アナクシマンドロスの箴言」『杣径』全

集 5、p. 419） 
 

この翻訳を、権威を当てにして信じることも許されないし、この翻訳が学問的に証明しうると信じ

てはならないし、他の人の翻訳が学問的と称して別の翻訳を提出しても、それを信じてもいけない

のだ。日常的な盲目的信仰や信頼ばかりでなく、学問的な証明さえ無条件に信頼し信仰してはなら

ない。信じることが問いの動きを制限するのであれば、それは当然のことだ。デリダはしかし、ハ
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与』の 237 節でハイデッガーが、表象を超えた「本質的な知」（das wesentliche Wissen）は

「真理の本質の内に自らを保つこと」（das Sichhalten im Wesen der Wahrheit）であり、それ

は同時に「信じること」（der Glaube）であると言って、彼自身が「信」を肯定しているこ

とを考慮すると、議論はさらに錯綜するであろう。錯綜するのは、その「知」「信」を彼が

「根源的な問うことなるもの
．．．．

」だと言うからであり、ところが Zusage は問いの奥底に潜む

次元だからだ。 

 

 

２．二源泉 
 

 デリダの方はむしろ、ハイデッガーに「信」の次元を指摘し、自らも積極的に肯定する

ことによって、自らの思惟を「宗教的次元」に開いたものにする。デリダは、「宗教」には、

さらには「宗教的次元」に開いた思惟には、互いに異質な二つの源泉があると言う。第一

は「信」の経験である。信じること（croire）、信用（crédit）、信仰の業（acte de foi）にお

ける信用に基づくもの（le fiduciaire）、ないし信頼に足るもの（le fiable）、また、忠誠＝誠

実（fidélité）、盲目的信頼（confiance）への呼びかけ、証拠や証明的理由や直観を常に超え

た証言要素（le testimonial）等々。ハイデッガーの Glaube, Zusage はその次元にある。第二

は、無傷なもの（l’indemne, le sauf, l’immum）、神聖化性（sacralité）、あるいは聖潔性（sainteté）、

聖なる（heilig, holy）経験。respect［尊敬］、pudeur［恥じらい、慎み深さ］、retenue［慎み

                                                                                                                                                                   
イデッガーの思惟の動きの中に、問いに先立つ「信じる」次元を指摘する。とりわけ『精神につい

て』のある長い注で彼は『言葉の本質』を取り上げ、言葉の本質を問い質す時には既に、言葉がわ

れわれに語りかけているのでなければならない、とハイデッガー自身が認めていることを指摘する。

思惟に固有なことは問うことではなく、問いに到来するはずのことがそこで約束されている言葉そ

のものに耳を傾けることだと言う（Zusage）。言葉がわれわれに既に語りかけていることに耳を傾け

ることは、言葉を、言葉が語りかけてくることを信用するということに他ならない。『存在と時間』

の冒頭で、問う「われわれ現存在」が「われわれ」自身の先理解を問うと言う時、われわれは自分

先理解を証言することになるが、実存論的分析論は、その証言を信じることなくして進むことはで

きない。この「相手を信じる」こと一般は、何も特別なことではなく、われわれが話し始めるや常

に既に前提されている「約束」であり、oui である。いかなる契約にも先立つ「契約」である。他者

を信じ、他者を受け入れるという「約束」である。Zusage: 
 

我々はいま言葉に問いかけている、つまり、言葉の本質を尋ねようとしているのですが、それな

らば、我々はすでに、言葉そのものから語りかけられているはずです。［……］問いかけ（Anfrage）
であれ、問い合わせ（Nachfrage）であれ、問いかけつつ関わっているもの、問いながら追い求め

ようとしているものの方が、常に、あらかじめ我々に語りかけている必要があります。どんな問

いでも、問いの発端は、まさに問われているものからの語りかけの内部にこそ住みついているも

のなのです。 
［……］問うということは思惟活動の本来の身の振り方ではなく——問われるべきことの方が語り

かけてくるのに耳を澄ますことである、ことを知ったのです。［……］『技術についての問い』と

題する講演の末尾で、比較的最近のことなのですが：「つまり、問いかけとは、思惟活動の当然誠

実に行なうべきこと（Frömmigkeit）なるが故に。」と私は述べておきました。正に然るべき（fromm）

というのは、この語の古い意味で用いられています：まさにあるべきという意味で、ここでは、

思考活動が思惟すべきはずのものにつき従うという意味なのです。［……］思考が本来ねすべき振

舞とは、問うことではあり得ず、語りかけを聴くことでなくてはならない（『言葉への途上』、全

集 12 巻、210-211 ページ）。 
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深さ、節度、自制］、inhibition［抑制、制止、気後れ］、Achtung（カント）、Scheu［物怖じ、

怖れ］。デリダはそれを halt（e）「休止、休息、止まれ」という価値から考えている。「そ

こで止まれ、それ以上手を出してはならない、足を踏み入れてはならない、等々」。それは

計算不可能なものである。ハイデッガーの「最後の神」や「聖なるもの」を前にした「慎

み」（Verhaltenheit）、また「放下」Gelassenheit はそれに属す13。この二つを混同すべきでは

ない。無傷なものを神聖化しつつ信じない（ハイデッガーの「最後の神」）ことも、他の人々

が信仰する「聖なるもの」に敬意を覚えながら自分は信じていないことも可能であり、逆

に、私にはアクセス不可能な事柄についての他者の証言を信じつつ神聖化しないことも可

能である（ex. 自然科学のミクロの世界）。ここからはデリダの議論を暴力的なまでに単純

化して列挙して行く。 

 

（1）あらゆる発言は存在の、あるいは他者の呼びかけに対する応答である。それは「私」

を起源としない限り前‐根源的である。あらゆる発言には、言葉を信じるという応答（oui, 

yes）が含まれている。これはハイデッガーの die Sprache spricht の次元にあり、問いもま

た Zusage である。そこから、軽々しく信じる可能性を払拭することはできず（無根拠）、

この「信」なくしてどんな知も社会関係も可能ではない。 

（2）「信じる」oui, yes とは約束である。言語行為としてのあらゆる約束以前の約束である。

                                                        
13 ハイデッガーは根源的な「信」を Sichhalten と表現していたが、それは sich aufhalten［滞在する］、

verhalten［控える］と共に、halten から読み直すことができるであろう。 
 

 神及び女神の神性に対するギリシア的関係は、一個の信仰でもなかったし、religil 即ち神への

恐れといったローマ的意味での宗教でもなかった。 
 明朗にして静穏、それはこの神域をめぐって薄絹のようにそよいでいたが、然しまたそれはギ

リシア的生存が持つ明るきもの一切と同じく、運命の暗さをそれ自身のうちに守っており覆蔵し

てもいるのであった。この明朗にして静穏なるものが、省察をかの単純なる諸連関へと向けるべ

く、即ち、その中においてこの偉大な民族がその滞在を見出していたところのものへと向けるべ

く、勇気づけるのであった。この滞在が、ギリシア民族に、大地と天空とを、故郷のものにして

故郷ならざるものとして、等しく近く聞き取り且つ祝うことを、許し与えたのである（『ヘルダー

リンに寄せて』、全集 75 巻、280 ページ）。 
 
……果たしてわれわれになお一個の滞在が与えられるであろうか、またそのどのようにしてであ

ろうか、即ちかの損われることなき見えざるものよりして成育したる形成と活動との、故郷に住

まう諸力、それらがなおそれにとっては蓄えられている、そのような滞在が可能であろうか……

むしろその前に、技術的科学的に工業化された世界が、逸早く確実に、上昇する可能性を作り出

しており、その結果として現代の人間は到る所で家郷にあるかのように満足してしまう、そうい

う事になりはしまいか？…… 
 
 このような天命の引き留めようもない様相は、かならずやその場合、人間に一個の滞在を与え

る事を拒むに違いない。死すべき定めの者から、神に仕える形成と活動とを要求する、そういっ

た語り掛けに自らを差し向ける、そのような滞在を、天命は拒むに違いない。実はかかる滞在を

通して断固、あれら人間の利用のためにのみ焦りに逸る発明の類は阻止されるべきであろう。人

間を機械に順応させることにおいて完成されて行く、あの人間本質の醜悪化とその増進は、断じ

て食い止められねばなるまい。而もそうした過程はまさに、同時にこれらの業績に呼応する賛嘆

をすら併せて製造しており、かくして人間を自ら固有の作為の中へと巻き込まんとばかりけしか

ける底のものなのである。それだけに事は重大だと言わねばならぬ（『ヘルダーリンに寄せて』、

全集 75 巻、273 ページ）。 
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約束は未来を開く。それは応答として、他者を歓待するという約束であり、存在の、他者

の未来を信じることであり、その未来への責任が発生する。 

（3）証言という現象は、この前‐根源的な「信」と「無傷なもの」という二源泉が交わる

地点に起こる。証言には、言葉を信じるという約束を基に、「真実を言う」という約束と「信

じてくれ」という要求を含んでいる（キリスト教の世界では、証言はしばしば誓約の下に

行なわれるが、フランス語では誓約を foi jurée という）。たとえ嘘によって相手を欺くにせ

よ、「真実を言う」との（誠実な）約束が嘘の条件である。証言者は、証拠には還元しえな

い真実を証言している。後になって、証言した「内容」が間違いであることが判明しても、

私の証言が嘘、偽証だということにはならない。私が、自分の体験したことの真実を証言

したことに変わりはない。どれほど「ありえない」真実であれ、あるいはそうであればこ

そ、その「真実」は証拠から別扱いされるべき、無傷な、無事に、聖なるものとして護ら

れるべきものである。証言する私は相手に、「あたかも奇跡を信じるかのように私を信じて

くれ」と要求する。証言がしばしば「奇跡」の問題に行き着くのは偶然ではない（愛の証

言、キリストの奇跡の証言、UFO の証言、等々）。 

 逆に、他者から証言を受け取り、それを信じることは、他者に oui, yes と応えることで

もある。これは騙される条件でもあり、他者の言うことに問いを発する、ないしは疑いを

かけることの条件でもある。この「信」はそれほど特別なことではない。たとえ後から否

定するにせよ、他者の言うことを信じることなくしていかなる社会関係も、Mitsein もあり

えない。この「信」は従って、私が自分で一から確認することのできない蓄積された知識

を信じることでもあり、それに基づいた技術的操作の条件である。広松渉がその成立ちを

追求した「共同主観的世界」の可能性の条件である。とすれば、宗教の一つの源泉となる

信仰と（時に批判的な）「知」（理性、哲学、科学技術）とは同じ「信」から発生している

と言わなくてはならない。 

（4）ところが、「真実を言う」という証言の約束も、それを「信じる」という約束も、約

束である限り、約束を記憶に保持して約束を果たすという確約でもある。約束の oui は、

起源において常に既に二重化されている。oui, oui。この反復がなければ約束は一瞬で跳び

去ってしまい、約束ではなくなってしまう。従って反復が約束の条件である。しかし、ひ

とたび二重化されるや、それは機械的反復がそこに忍び込むことを止めることはできない。

技術的な、自動的な、（心ここにあらずの）機械的
．．．

な反復に堕落する危険なくして約束はな

いのだ。証言の誠実さに不誠実さが忍び込む可能性を払拭することは不可能である。嘘の、

偽証の、「根本悪」の可能性は、起源において最初から発生しているのである。（証言する

真実が「非真実」へと分離する。偽証に包まれる「真実」が、証言と分離して反復される

＝記憶され「非真実」として記憶される。証言を信じると約束する側でも同じことが起こ

る。「信じる」との約束は機械的な反復を免れず、相手の偽証に対する疑念が発生するとと

もに、「内容」を疑う余地も発生する。「信じる」「疑う」「信じない」は、一つの源泉に由

来する。無傷であるべきものを無傷にしておかない理性的批判と技術の可能性が生まれ

る。）同じ「信」に由来しながら機械的反復と計算による操作を開発することによって知識

と技術は、そしてそれに基づいた資本主義は、「慎ましさ」を忘れ、何ものも手つかずのま
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まに置かないように見える。有機的なものを解体し、固有性を奪い、局所性を失わせ、根

づいたものを根こそぎにし、特有言語を浸食して行く。グローバリゼーションの現代では、

その動きはますます強まり速度を速めて行く。だからといって、科学技術がすべての「聖

なるもの」を破壊するわけではない。それは自己正当化をするために、自ら「聖なるもの」

を機械的に生産する（空想的社会主義／科学的社会主義：信憑性の戦争、世界ラテン化）。

それに対する、無傷なものの危機に対する「宗教的なもの」、さらには「宗教」からの反動

も自動的、機械的である。機械的なものに対する機械的な防衛は、indemnisation［無傷化］

である。しかも、既に存在する技術と折り合いをつけつつ、技術を利用せずには、技術を

攻撃することはできない（自己免疫）。（ハイデッガーの場合、キリスト教まで含めた Ge-stell

が人類と世界全体に及ぼす普遍的な危機を超克するために、「来るべきドイツ民族」という

場所を indemne 化し、そして彼の特有言語に閉じ籠る。それは、彼の民族‐主義をもって

（ナショナル）世界を救う（インターナショナル）の組み合わせである14。） 

 

 

３．否認 
 

 ハイデッガーのキリスト教に対する関係はアンビヴァレントなままであったように見え

る。保守的なカトリックの家に生まれ育ったハイデッガーは、個人的な事情も手伝って、

1916-1917 年頃を境にアンチ・カトリックへと立場を変えた15。それでも 1921 年にはカー

                                                        
14 「宗教」と「宗教的なもの」の反動が力をもつためには、高度な遠隔技術に訴えざるを得ない。

マスコミ、インターネット、電子メディアとの共犯関係を根絶することはできない。もとより、固

有性の喪失を促進する科学技術の方も、地球温暖化や環境汚染によって、科学技術の存立基盤を危

険に晒し、信憑性、信頼性を失いつつある。信頼性をつなぎ止めるには何らかの indemne が必要に

なる。 
 この論理を生命というトポスで考えてみる。「生けるものの宗教とはトートロジーではないか？」

とデリダは言う。その通りであろう。religion であろうがなかろうが、生命を「無傷のもの」と考え

ない宗教も哲学も科学もないであろう。ところが、現代の生命科学は、遺伝子レヴェルで「生命」

を操作の対象にしている。しかしそれは、「生命を救うため」というまさに indemne の名の下に行な

われるのだ。その際、動物実験によって多大な生命が犠牲にされる。生命を救うために生命が。も

ちろん、技術的には過渡的な問題であろうが、同じ構造は心臓移植に典型的に現われている。従っ

て、宗教を名のるか否かにかかわらず、生命科学技術が提起する「倫理問題」なるものは、自己免

疫のパラドクスに他ならない。 
 ところが、生命科学技術に対する「宗教」からの反動もまた逆説的である。キリスト教保守派の

ブッシュ政権は、生命科学の最先端でありながら、人間を対象にしたクローン胚の研究を禁止して

いる。「近寄るな」と。科学技術と、それを支えてきた宗教とのパラドクスである。こうしたキリス

ト教からの反動は、堕胎と女性の人権に対しても向けられ、胎児の生命を救うという名目で、堕胎

を行なう医者が殺されるというパラドクスまで生んでいる。あるいは、遺伝子操作技術について、

われわれがどのような意見をもつにせよ、その研究を阻止することは、その技術によって生き延び

られる生命を犠牲にすることになる。人間の生命をサクリファイス＝犠牲にしないことを誇ってき

た宗教、犠牲を犠牲にしてきた宗教は、別の他者の犠牲の上に成り立っているのである。 
 キリスト教内部からの反動を受けながらも、現代のグローバリゼーションは、かつてフーコーが

bio-power による bio-politics と呼んだ動きの中で、救うべき生命と奪ってよい生命との線引きのパラ

ドクスの中で進まざるをえない。とすれば、技術の側も宗教の側も「生命を尊重する」という indemne
の名の下に生命を犠牲にするという auto-immunitaire「自己免疫」のパラドクスに嵌り込む。とすれ

ば、そこには宗教か技術かという二者択一はありえない。 
15 フーゴ・オット『マルティン・ハイデガー ― 伝記への途上で』、北川東子他訳、未来社、1995
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ル・レーヴィットに、自分は「キリスト教神学者」だと書き送っており16、1920-1921 年に

は一連の「宗教の現象学」講義を行い、1927 年には講演「現象学と神学」で信仰の学とし

ての神学と無前提の学としての哲学との関係と接点とを語っていた彼は、その後、この講

演で明確にした神学と哲学との異質性を次第に強調し、思惟から信仰の要素を一切排除す

る道を進んだ。その上、次第にキリスト教、少なくともローマ・カトリックに対しては仮

借ない批判を向けることになる。曖昧さは、彼が自分の過去の仕事を撤回したことがない

ところに由来する。存在の思惟をキリスト教から厳しく峻別したハイデッガーはしかし、

1952 年にチューリッヒ大学で、学生たちを相手に行なった有名な対話で、「自分が神学を

書くようなことがあれば、そこには存在という語は現われないだろう」と言っている17。

しかも「時にはそうしたいと感じることがある」というのだ。とすればそれは、ある一定

の伝統を形成しているキリスト教の神学以外のものではありえない。 

 ハイデッガーは啓示（Offenbarung）の信仰を拒否しつつ、より根源的な啓示の可能性

（Offenbarkeit）を思惟する。デリダはしかし、どちらがより根源的であるかは決定不可能

だと考えている。特定の歴史的な出来事としての啓示が、啓示可能性の思惟を条件づけて

いる可能性があるからだ。もしそうなら、ハイデッガーの身振りが、神の死の経験を乗り

越えた一定の原‐キリスト教の伝統からなされる（遠隔）科学技術資本主義への批判であ

る可能性を否定することはできない18。 

                                                                                                                                                                   
年、p. 139-141。 
16 「ハイデッガーの神のいない神学を解明する鍵は、私の見るところ、1921 年のある手紙にある。

彼はそこで、自分の「私はである」（ich bin）ということ、あるいは自分の「歴史的事実性」を、自

分が「キリスト教神学者」だということによって言い表わしており……（カール・レーヴィット『ナ

チズムと私の生活』、秋間実訳、法政大学出版局、1990 年、p. 49）。 
17 「存在と神とは同一ではありません。私は、存在によって神の本質を思惟しようと試みることは

決してないでしょう。あなた方の何人かはおそらくご存知でしょうが、私は神学出身で、私が神学

に古くからの愛を抱いており、神学に何ものかを聞き取らざることはありません。これから私が神

学を綴るようなことがあるとすれば——時にはそうしたいと感じることがあります——、その時には何

があろうと存在という語がそこに介入することはありえないでしょう。信仰は存在の思惟を必要と

しません。存在の思惟に訴える時、それはもはや信仰ではありません。これこそルターが理解した

ことです。彼自身の教会の内部でさえ、ひとはそのことを忘れているように見えます。私は、神が

何において神なのかを存在を用いて神学的に規定しようとのあらゆる試みを前に、この上なく慎重

です。」（”Séminaire de Zurich”m in Poésie no 13, p. 60-61, trad. Fédier-Beaufret） 
17 Jacques Derrida, “Comment ne pas parler”, in Psyché: l’invention de l’autre, Galilée, 1987, pp. 535-595
を参照されたい。 
 この身振りをデリダは「否認」として論じているが、それについては以下を参照。Jacques Derrida, 
“Comment ne pas parler”, in Psyché: l’invention de l’autre, Galilée, 1987, pp. 535-595. 
18 啓示可能性（Offenbarkeit）を追求する言説が、歴史的に事実的に起こった啓示（Of-fenbarung）
によって規定されているとしたらなおさらである。第一の兆候は、『存在と時間』における「証し」

（Bezeugung）は証言の神聖性というキリスト教の行いの反復ではないかというところにある。それ

に結びついた「良心」（Gewissen）、「負い目存在」（Schuldigsein）、「頽落」（Verfallen）、さらには「決

意性」（Entschlossenheit）という概念もまたキリスト教のものなのではないか？存在論的反復である。

デリダはそう指摘しているが、ただし指摘を展開するところまでは行っていない。そして実際、『現

象学と神学』においてハイデッガー自身が、神学の「罪」の概念と「負い目存在」の関係を言い表

わそうとしている。それはしかし、『存在と時間』時代に限られるのではないか？確かに。しかし、

後のハイデッガーは前言を撤回するという身振りをしたことがない。第二の兆候。ハイデッガーの

思惟は常に、キリスト教神学者たちに影響を与え続けたことは知られている（Cf. John D. Caputo, 
“Heidegger and theology”, in The Cambridge Companinon to Heidegger, Ed. by Charles B. Guignon, Cam- 
bridge University Press, 1993, p. 279, p. 284）。 
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４．唯一性さえも 
 

 慎ましさの中でその合図を、Wink を受け取るべき「最後の神」は存在者ではない。それ

でも、共存在する人間たちが、あるいは結集する「われわれ」民族が仕えるべき唯一の絶

対的他者である19。しかし、その唯一性そのものを問い直すべきではないか？ 

 私が言葉を話すたびに、口を開き何かを書くたびに、他者の呼びかけへの肯定形の応え

oui, yes がそこに潜み、それを支えている。あらゆる問いや否定以前にである。それは約束

を記憶する約束として常に既に二重化された oui, oui; yes, yes であるだろう。この構造をデ

リダは「メシア性」と呼ぶ。それは、例えば全くの他者であるキリストの再臨への oui、

つまり特定メシアニズムにも認めるが、メシア性にはいかなるメシアニズムの内容もない

と言う。ここですぐに疑問が沸くであろう。「なんだ、やはりユダヤ‐キリスト教の伝統の

中にいるじゃないか。それでは世界ラテン化に手を貸す以外にないのではないか」。 

 二重化された oui, yes からすれば、言葉を信じて他者の証言を私が信じるとう二者関係

が閉鎖系であるとすれば、証言の真実と嘘という根本悪との間の区別が全く消滅する（Ab- 

grund）。（レヴィナス——他者の私に対する迫害にも私には責任がある。）ここを支配するの

は最悪の暴力だということになる。従って証言は証人としての第三者を必要とする。例え

ば「神の名の下に証言する」。しかし、この三者関係にも根本悪は忍び込む。「神に誓って

                                                                                                                                                                   
 第二の兆候。ハイデッガーの思惟は常に、キリスト教神学者たちに影響を与え続けた18。『精神に

ついて』の末尾でデリダは、ハイデッガーとキリスト教神学者とのヴァーチャルな対話を構想して

いる。とりわけトラークルの詩の読解を巡って神学者たちは、「あなたがキリスト教には縁のない原

‐根源的な精神と呼ぶものこそ、キリスト教の最も本質的なものであり、私たちが目覚めさせよう

としているものです。私たちはその点で、あなたに感謝します」。ハイデッガーは応える。「トラー

クルの Gedicht が形而上学的でもキリスト教的でもないと言ったからといって、私はキリスト教に

対立はしません。頽落や呪い、約束や救済、そして復活や精神のすべてが、何から出発して可能に

なるのかを思惟しようとしているに過ぎない」と（『精神について』、拙訳、人文書院、1990 年、180
ページ以下）。『アポリア』（人文書院、2000 年）でもデリダはこう言っている。「ひとは『存在と時

間』を、キリスト教ヨーロッパにおける死の記憶がそこに蓄積されている広大な資料体の中に夥し

い数を数える他の記録の中に、遅れ馳せにやってきた短い記録として読もうという気に駆られうる」

（157 ページ）。 
 では、ハイデッガーが神学を書いた時、技術とどのように対峙するのか？例えば、今日の生命科

学と遺伝子操作技術の問題を考えてみよう。生命は indemne であるから、ハイデッガーはそれをど

こまで認め、どこから拒否しようとするのか？宗教の名の下に技術を否定しようとしても自己免疫

論理によってパラドクスに嵌り込むのであった。ハイデッガーとて例外ではない。二つの可能性が

あるだろう。Ge-stell ないし Machenschaft の極致として、一切それを認めない可能性。だが、他方の

可能性も否定しえない。問題はおそらく、技術を否定することではないであろう。一方では、存在

の思惟による「最後の神」との出会いの準備によって Machenschaft とは別の時代が開かれ、他方で

は、それに呼応して「神」とその信仰の名の下に生命技術の支配を脱して、生命技術を「神」が支

配しうるのであれば、それも認めることになるだろう。生命を救うものとして。 
 また、視点を変えて、Machenschaft に、例えばイスラーム世界の一部が問い直してきたら、ハイ

デッガーはどのように対応するのだろうか？ 
19 「最後の神は、その最も唯一的な唯一性（seine einzigste Einzigkeit）をもち、「一‐神教」「汎‐神

論」「無‐神論」が意味するものであるあの清算的な規定の外部に留まる。「形而上学」を思惟上の

前提としてもつユダヤ‐キリスト教的「護教論」（Apologetik）以来初めて「一神教」とすべての種

類の「神論」（Theismus）がある。この神の死をもって、すべての神論は没落する」（『寄与』、S. 411、
445 ページ）。 
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さえおけばよい」。従って、三者関係は第四の者を、証人の証人を、あるいは知の裏づけ（神

学、存在神学）を必要とする。ところが、デリダは「すべての他者は全く異なる」（Tout autre 

est tout autre）と言う。私が oui, yes という他者は、キリストや神でもありうるが、私が出

会う一人一人の特異な他者でもありうるし、人間でも動物でもありえ、存在する／しない

の区別に分類し得ない亡霊でもありうる。そこには respect［尊敬］、pudeur［恥じらい、慎

み深さ］、retenue［慎み深さ、節度、自制］、inhibition［抑制、制止、気後れ］、Achtung（カ

ント）、Scheu［物怖じ、怖れ］、Verhaltenheit をも認めることができる。それは宗教の源泉

の一つではあろうが、実は日常的に出会う他者の他者性に対する関わり方でもある。Halt

（e）「止まれ、それ以上は手を触れるな」、性的な関係まで含めて、他者の他者性を恥じら

いをもって尊重することだ。到来する他者への oui は、他者が何ものであるかを条件には

しない。他者に対する責任に優劣はない。メシア性が宗教的なものに開かれているとして

も、一つの宗教に呑み込まれることはない。それを「愛」と名づけるのは控えよう。キリ

スト教の愛を受け入れない者に対して、シェクスピアの『ヴェニスの商人』においてキリ

スト者がユダヤ人シャイロックを徹底的に叩きのめして改宗させるように、「愛」は暴力と

両立可能である。とすれば、あらゆる知識、あらゆる期待と予測と預言の地平を超えた他

者の歓待は、特定の宗教、例えばキリスト教に抵抗する地点を形成することができるであ

ろう。ヨーロッパの世界化にも、世界ラテン化にも。 
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