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アジールとしての翻訳 
―ヘルダーリン「ピンダロス断片」とハイデガー― 

 

西山 達也（慶應義塾大学・早稲田大学） 

 

 

はじめに 
 

20世紀におけるヘルダーリン再発見の運動のなかで「翻訳の問い」が看過しえない役割

を果たしたとすれば、それは、再発見の立役者となったノルベルト･フォン･ヘリングラー

トがヘルダーリンのピンダロス翻訳を再発見し、学位論文（1910年）においてこの翻訳作

業の芸術性格を論じたことが発端にあるからであろう1。そもそもヘルダーリンは、生涯に

数々の翻訳作業を行っている。まとまった翻訳としてはソポクレスの『オイディプス王』

と『アンティゴネー』およびピンダロスの祝捷歌、そして数多くの短篇の翻訳が知られて

いる2。本発表で検討する「ピンダロス断片」は、ヘリングラートがピンダロス祝捷歌とと

もに発見した翻訳断片群であり、その数は9つある。9つの翻訳断片にはそれぞれ注解が付

されており、ヘルダーリン自身によって「知恵の不実」「真理について」「安らいについ

て」「イルカについて」「至高のもの」「齢い」「無限のもの」「アジール」「生を与え

るもの」という題名がつけられている。その数（9という数字は詩神ムーサの数に対応して

いる）、主題、配置、コンパクトにまとめられた注解等、詩人の精密な計算にもとづく構

成を窺わせる要素が多く、研究者の間では単なる断片的習作という以上の評価が与えられ、

9篇まとめてひとつの作品として「ピンダロス断片」と呼ばれている。この翻訳・注解が作

成された時期は、ピンダロス祝捷歌より後、ソポクレスの悲劇の翻訳・注解作業と同時期

あるいは直後の時期（1803-05年頃）と推定されており、成立年代においてもヘルダーリン

による一連の翻訳作業の最終到達点をなすものである。 

ピンダロス断片がヘリングラートによってシュトゥットガルト州立図書館のヘルダー

リン草稿群のなかから「発見」されたのは1909年のことである（9篇の断片のなかから「ア

ジール」と「生を与えるもの」の2篇）。翌年、祝捷歌の翻訳とともにシュテファン・ゲオ

ルゲのサークルが発行していた「芸術草紙」叢書の一冊として刊行された3。その後、1913
                                                        
1  Friedrich Norbert von Hellingrath, Pindar-Übertragungen von Hölderlin. Prolegomena zu einer Erstausgabe , 

Inauguraldissertation (Philosophische Facultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München), Berlin, 
Verlag der Blätter für die Kunst, 1910. 

2 ピンダロスの祝捷歌の翻訳は『オリュンピア』第 1-3 歌、8-11 歌、14 歌、『ピュティア』第 1-5 歌、

8-12 歌。それ以外の翻訳は、ソポクレス『コロノスのオイディプス』、『アイアース』、エウリピデ

ス『バッコスの信女たち』『ヘカベ』、ホメロス『イリアス』、アルカイオス、ルカヌス、ホラティ

ウス、オウィディウス、ウェルギリウスからの抜粋である。 
3 Hölderlins Pindar-Übertragungen, hrsg. von Norbert v. Hellingrath, Berlin, Verlag der Blätter für die Kunst, 1910. 
同年刊行の『芸術草紙』（Blätter für die Kunst）第 9 輯にこのなかからの抜粋が掲載されているがピ

ンダロス断片は収められていない。 
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年のへリングラートが編集した歴史校訂版全集の第5巻（Übersetzungen und Briefe）にて、

ピンダロス翻訳、ソポクレス翻訳および注解としてまとめて刊行され（上記2篇のみ）、1923

年の第2版には9篇がすべて収められた。ヘルダーリンのピンダロス翻訳は、ヴィルヘルム・

ミヒェルやギュンター・ツンツ、フリードリヒ・バイスナーといった研究者から注目を集

めただけでなく、若き日のヴァルター・ベンヤミンなども熱狂させた4。 

 

このような受容の歴史のなかで、いわば周回遅れでヘルダーリン再発見を引き受けるこ

とになったのがハイデガーである5。ハイデガーは1934/35年の講義よりヘルダーリン読解

を開始し、1936年のローマでの講演「ヘルダーリンと詩作の本質」、1939-40年の講演「あ

たかも祝いの日に……」を発表、1941/42年度の講義では冬・夏学期続けて「追想」および

「イスター」を読解する。こうした一連の作業の中から、本発表で扱うのは1942年夏学期

の『イスター講義』であるが、この講義は、中心部（第2部）でヘルダーリンの翻訳したソ

ポクレス『アンティゴネー』の合唱歌を検討するなど、ヘルダーリンにおける翻訳の問い

に最も接近した講義といえる。本発表は、講義第1部で「イスター」という「流れ」のモチ

ーフを論じながら、ハイデガーがピンダロス断片のひとつ「アジール」と題された断片（以

下、アジール断片と略す）に言及している箇所に着目する。それは、イスター讃歌におけ

る「流れ」と「滞在」という準メタファー的な概念―ハイデガーは流れをメタファーと
．．．．．．

して
．．

受け取ることを拒絶する―を注釈している次のようなくだりにおいてである。 

 

イスター讃歌の言葉（詩句 15 行）によれば、「ここでしかし我々は建てよう」とあり、流

れは人間が地上で住まう場を規定するのである。「住まう」とは、技術的・実用的に見た場

合、なんらか宿泊居住というものを所有する（Innehaben）ことである。そうしたことは確か

に住まうことに所属してはいるものの、住まうことの本質を充足しないし基礎付けるわけで

はない。住まうとはある滞在を受け取ることであり、滞在の踏み止まりなのである（Das 
                                                        
4  Wilhelm Michel, Hölderlin und der deutsche Geist, Darmstadt, Roether, 1924 ; Günther Zunz, Hölderlins 

Pindar-Übersetzung, Dissertation Marburg, 1928 ; Friedrich Beißner, Hölderlins Übersetzungen aus dem Griechischen , 
Stuttgart, J.B. Metzler, 1933 ; 「ピンダロス断片」から想を得てベンヤミンは「ケンタウロス」という

断片を執筆している（これについては森田團『イメージの名：ヴァルター・ベンヤミンの媒質の哲

学』2008 年度東京大学大学院総合文化研究科学位請求論文を参照）。 
5 ハイデガーはすでに 1919 年の戦時緊急講義でヘルダーリンの翻訳したアンティゴネーの合唱隊入

場歌を引用しているが（GA 56/57, p. 76）、ここではヘリングラートの刊行した全集版ではなく、

ツィンカーナーゲル編の全集からの引用である（Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von F. Zinkernagel, 
Bd. 3, Leipzig, 1915）。ハイデガーは 30 年代以降の講演・講義でたびたびヘリングラートの功績を

称えているが、ヘリングラートをはじめとするゲオルゲ・サークルのヘルダーリン受容をどの程度

まで意識してヘルダーリン読解が展開されていたかについては、更なる考察が必要である。ハイデ

ガーは間接的には初期からゲオルゲ派とのコネクションをもっており、弟子のガダマーなどは早い

時期からゲオルゲ派の神童として名高いマックス・コメレルと親交を深めていた。ガダマーの証言

によればハイデガーも少し遅れてこの交流の輪に加わり（おそらくコメレルがゲオルゲ派を脱しフ

ランクフルト大学私講師となった 1930 年以降）、みずからのヘルダーリン論の原稿をコメレルに

送ったりもしている。ちなみに、コメレルは 1940 年 10 月 26 日のガダマー宛書簡では、ハイデガ

ーの「ヘリングラートへの献辞」に関して、「あれは余計だ」と述べている（Max Kommerell, Briefe 
und Aufzeichnungen 1919-1944. Aus dem Nachlass, hrsg. von Inge Jens, Freiburg im Breisgau, Olten, p. 353）。 
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Wohnen nimmt einen Aufenthalt und ist ein Innehalten des Aufenthaltes）。しかもそれは人間がこ

の地上に滞在するの意である。滞在とは滞留（Verweilen）であり、時の間を過ごすことであ

る。それは間（Weile）を要する。この時の間において人間は安らい（Ruhe）を見出すのであ

る。その際、安らいは活動の停止を言うのではなく、妨害の脱落を意味するのでもない。安

らいは自己の本質の恒常性にもとづけられた安定である。そのような安らいにおいて、人間

の本質はその損なわれぬ姿のうちに保管されているのである。ひとつの場所の傷つけること

ができず神聖なることをギリシア語では ἡ ἀσυλία という。ヘルダーリンは、「アジール」に

ついて語っている（V, 271）。それは人間の安らいの場（Ruhestätte）である。 

（…）「ここでしかし我々は建てよう」とあるが、こことは、流れのほとりである。 

（GA 53, p. 23） 

 

ハイデガーにとって「建てる」ことと「住まう」ことは同義であり、滞在を受け取り、あ

るいは滞在それ自体が踏み止まること（滞在という踏み止まり：Innehalten des Aufenthaltes）

―居住施設を所有すること（Innehaben）とは異なる―は、移行的本質をもっている（本

発表後半を参照）。この滞在の本質の神聖性を言い表すために、ヘルダーリンの「アジー

ル」断片が引き合いに出されるのである。 

それにしても、ここでの「アジール」の登場の仕方は唐突な印象を受ける。そもそも、

ハイデガーがここで提示しているギリシア語の ἀσυλία は完全な勇み足であって、ヘルダ

ーリンが翻訳しているピンダロスのテクストでは ἀσυλία というギリシア語はまったく用

いられていない。とはいえ ἀσυλία が、ἀλήθεια と同じ剥奪・欠如の接頭辞（α-）を含ん

でいるため、ここでもその原義を強調せずにはいられなかったという事情もあろう。逃亡

者を匿う場所としてのアジールの性格は、真理の秘匿的・庇護的性格と通じる。いずれに

せよ、ここでは「拉し去る」流れ（「アジール」の語源となっているギリシア語の ἄσυλον

は、拉すること［συλάω］を逃れるの意である）と、そのほとりでの滞在＝アジールの不

可侵性とのあいだの親密な関係が問題になっている。「滞在」を「アジール」と言い替え

ることで、ハイデガーは詩人ヘルダーリンのなかに（秘匿的に）隠れ住む翻訳者ヘルダー

リンの姿を露呈させようとしていると言ってもよい。 

ハイデガーがここで言及しているアジール断片とは、いったいどのような断片なのか。

この断片を含むピンダロス断片がハイデガーに対して突きつけた翻訳の問いとはいかなる

ものであったのか。本論では、（１）ヘルダーリンのアジール構想とハイデガーによるそ

の書き換えの問題、また同時に、（２）アジールという主題を通して翻訳とは何であるか、

翻訳者はいかなる使命を負うか、といった問いを逆照射したい。 
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Ⅰ 「アジール」 
 

『イスター講義』で言及されている「アジール（Die Asyle）」と題された断片は、ピン

ダロスの断片6の翻訳とそこに付された注解からなる。ハイデガーが参照したヘリングラー

ト版の全集（第2版、1923年）では、この断片は9つのピンダロス断片のうちの冒頭に置か

れている7。 

 

アジール 

 

はじめに 

よき助言者テミスを 

天上の者たちは、黄金の馬にのって 

オケアノスの塩のかたわらを通り 

時たちは、 

オリュンポスの聖なる梯子へと 

輝かしい還帰へと、導いた、 

救い主ゼウスの 

年古りた娘となるために。 

善良なる彼女は、だが、 

黄金に縁取られた、輝く果実をみのらせた安らいの場を産んだ。 

 

テミスの息子である人間が、いかにして自己を定位するのか。その精神は、完全なもの

を求める感覚ゆえに、地上にも天上にも安らいを見出せなかったが、ついに、古えの規律の

痕跡をよすがに、運命のうちで神と人間とは出会い、ふたたび互いを認め、根源における困

窮を想起しながら、人間は自己を保つことができるところで
．．．．．．．．．．．．．．．

喜ぶ。 

秩序を愛するテミスは、人間のアジール
．．．．．．．

を、静寂なる安らいの場を、産んだ。いかなる

余所のものもそれを侵すことはできない。なぜなら、そこでは自然の働きと生が集中してお

り、また、安らいの場を取り巻く感知するものが、かつて安らいの場が経験したのと同じこ

                                                        
6 シュレーダーとスネルの版で断片番号 30 番（Pindari carmina, ed. Otto Schroeder, Leipzig, Teubner, 1900 ; 

Pindari carmina cum fragmentis, ed. Bruno Snell, Leipzig, Teubner, 1955）。 
7 この断片は、フリードリヒ・バイスナーによるシュトゥットガルト版全集以降の版では 8 番目に

位置づけられている。現行の全集版（シュトゥットガルト版およびフランクフルト版）の第 1-7 断

片（「知恵の不実」「真理について」「安らいについて」「イルカについて」「至高のもの」「齢

い」「無限のもの」）はヘルダーリンの草稿 3 枚表裏のものが残されており、第 8-9 番目の断片（「ア

ジール」および「生を与えるもの」）は、これら 3 枚とは別紙の表裏に書かれている。ヘリングラ

ート版では、1 枚（「アジール」「生を与えるもの」）の方を先に配置したが、それ以後の版では

3 枚の方が先に配置されているのである。これをめぐっては、フランクフルト版編纂者のザットラ

ーが 9 篇の「夜の歌」の順番と対照させることでこの断片の順番問題を確定している（Dietrich E. 
Sattler, „Synthesis: Versuch einer dritten Vermittelung“, Friedrich Hölderlin, hrsg. von Heinz Ludwig Arnold, 
Text + Kritik, 1996）。 
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とを、想起しつつ、経験するからである8。 

 

アジールという主題は、『ヒューペリオン』の執筆当時から、隠遁や隠れ家というかたち

でヘルダーリンの関心の中心にあった。また、詩人が生きた時代、特にフランス革命後の

歴史的・政治的状況下では、狭い意味での亡命作家に限らず、いわゆる内的亡命を含めた

アジールの問題は詩人たちにとって差し迫った問題として受け止められていた9。「アジー

ル断片」では、ヘルダーリンはピンダロスの断片を独自の仕方で再構成し、神話的な知恵

に新たな息吹を注ぎ込んでいる。 

 

 

                                                        
8      Die Asyle 

Zuerst haben 
Die wohlratende Themis 
Die Himmlischen, auf  goldenen Rossen, neben 
Des Ozeans Salz, 
Die Zeiten, zu der Leiter, 
Zur heiligen, geführt des Olympos, zu 
Der glänzenden Rückkehr, 
Des Retters alte Tochter, 
Des Zevs, zu sein, 
Sie aber hat 
Die goldgehefteten, die gute, 
Die glänzendbefruchteten Ruhestätten geboren. 
 
Wie der Mensch sich setzt, ein Sohn der Themis, wenn, aus dem Sinne für Vollkommens, sein Geist, auf  
Erden und im Himmel, keine Ruhe fand, bis sich im Schicksal begegnend, an den Spuren der alten 
Zucht, der Gott und der Mensch sich wiedererkennt, und in Erinnerung ursprünglicher Not froh ist da, 
wo er sich halten kann. 
Themis, die ordnungsliebende, hat die Asyle des Menschen, die stillen Ruhestätten, geboren, denen 
nichts Fremdes ankann, weil an ihnen das Wirken und das Leben der Natur sich konzentrierte, und ein 
Ahnendes um sie, wie erinnernd, dasselbige erfähret, das sie vormals erfuhren. (StA 5, p. 312) 

ちなみにピンダロスのギリシア語原文は次のとおり。 
Πρῶτα μέν εὔβουλον  
Θέμιν οὐρανίαν χρθσείαισιν ἵπποισιν 
ὠκεανοῦ παρὰ πάγον μοῖραι ποτὶ κλί- 
μακα σεμνὰν ἄγον Ολύμπου, λιπα- 
ρὰν κάθοδον,  σωτῆρος ἀρχαίαν ἄλο- 
χον Διὸς ἔμμεναι· ἁ δὲ τὰς χρυσάμ- 
πυκας ἀγλαοκάρπους τίκτεν ἀγαθὰ  
σωτῆρας. （1560 年ステファヌス版第 2 版） 

モイライは初めに思慮深きテミスを、天の女神を、黄金馬車に乗せてオケアノスの源よりオリュ

ンポスの聖なるきざはしへと、きらめく道を通って導いた。救済神ゼウスの原初の妻になすためで

ある。彼女は黄金の髪帯の女神たち、輝く果実をもたらす虚偽なきホライを生んだ。（ピンダロス

『祝勝歌集・断片選』内田次信訳、京都大学学術出版会、2001 年）。 
9 フランス革命後に制定された 1793 年の共和国憲法では「共和国が僭主を除く全ての政治亡命者に

アジールを提供する」という条項（第 120 条）が定められた。ヘルダーリンが「アジール断片」を

作成したのはボルドー滞在（1801-02 年）後、図書館司書としてホンブルク方伯領に逗留していた

際である。また、当時のドイツでは中世以来のアジール法（国家や領邦から独立した治外法権を都

市・教会に認める）がようやく廃止されつつあり、1783 年オーストリア、1794 年プロイセン、1804
年ヴュルテンベルクでアジールが廃止された。Cf. Ortwin Henssler, Formen des Asylrechts und ihre 
Verbreitung bei den Germanen, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1954, p. 41 ; Gustaf Klemens Schmelzeisen, 
„Das Asyl in germanisch-deutschen Rechtsgeschichte“, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 29, 1978, p. 304. 
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Ｉ‐１ 何が翻訳されているのか 
ヘルダーリンが「アジール断片」で翻訳しているのは、ひとつの神話的な系譜である。

そこではギリシア神話の最高神ゼウスとテミスとの婚姻のエピソードが歌われている。ゼ

ウスはティターン神族との戦いの終結後、数々の婚姻を通じてオリュンポス中心の新秩序

を形成するに到るが、ピンダロスによれば、この最初のものがテミスとの婚姻である10。

ヘシオドスの『神統記』はゼウスの第一の妻をメティス（思慮と術策の女神）としている

のに対し、ピンダロスはメティスを省略し、古い神々であるティターン神族に属するテミ

スをまずゼウスと婚姻させ、新しい法と秩序の助言者とした11。この婚姻の結果、ヘシオ

ドスによれば、モイライ（運命の必然の三女神）とホーライ（法と正義の三女神）が生ま

れる。これに対し、ピンダロスはモイライをテミスの娘とはせず、テミスがゼウスによっ

て召喚される際の付き人としている。ピンダロスの讃歌は、ヘシオドスが作成した神々の

系譜を書き換え（そうすることで神々の系譜を作成する時代の終焉を宣告し）、神々の系

譜を讃えるという様式を完成させた。したがってヘルダーリンにとってピンダロスを翻訳

することは、すでに書き換えられた神話をさらに書き換えるとは言わないまでも、神話の

翻訳の課題を引き継ぐことを意味していた。ちなみにピンダロスの断片でテミスは「よき

助言者」と言われているが、ここでの助言とは神託言語のことである。ガイアの娘である

テミスは、大地の力を背景としてデルポイの神託の術をアポロンに授けたとされる12。こ

うした至聖所の起源の挿話がヘルダーリンにアジールの起源を連想させたと考えられる。 

 

Ｉ‐２ 「神話をより具体的なものとして描出する」 
翻訳部は2つのパートに分かれる。前半は、テミスがホーライに連れられてオリュンポス

の梯子まで導かれるというもの。後半は、「だが」という逆接で前半に接続し、テミスが

「安らいの場」を産んだ、としている。 
                                                        
10 「ゼウス讃歌」は、まずテーバイの創始者カドモス王の婚姻を言祝ぎ（テーバイはピンダロスの

故郷である）、それからゼウスとテミスの婚姻を歌い、レトによるアポロンとアルテミスの出産、

メティスによるアテナの出産、詩神ムーサの出産が順に歌われる、という順番に再構成されている。

ヘルダーリンの翻訳している断片を伝承しているのは古代キリスト教の教父アレクサンドリアの

クレメンスであるが、アレクサンドリアの文法学者たちが編んだピンダロスの版においては讃歌

（ヒュムノス）が最上席を占めていた。とりわけゼウスに捧げられた讃歌はその冒頭に置かれた。

中世を通じてその大部分が散逸したが、ゼウスに捧げた讃歌が多く引用されたため近代にまで伝承

されたという。ゼウス讃歌の再構成と解釈については以下を参照。Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, 
Pindaros, Berlin, Weidmann, 1922, p. 189 ff. また、ブルーノ･スネル「ピンダロスのゼウス讃歌」『精神

の発見：ギリシア人におけるヨーロッパ的思考の発生に関する研究』新井靖一訳、創文社、1974
年、163-190 頁。Bruno Snell, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den 
Griechen, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1975, p. 82-94. 

11 スネルは次のように説明する。「ピンダロスは、彼にとって思慮というものは法秩序と同じもの

であったので、メティス、すなわち思慮を除いたのである。というのは、法のある状態とはまさに、

人がやたらと勝手に行動するのではなくて、思慮をもって行動するという状態を表すのであるから。

ゼウスはクロノスを滅亡させ、ティターン族を征服した後、支配権を握った。こうして秩序と法が

この世界に入ってきたのである」『精神の発見』171 頁。 Snell, Die Entdeckung des Geistes, p. 85. 
12 テミスは法一般の神というより「助言（Rat）」の神であり、デルポイの神託を司っている。Rudolf 

Hirzel, Themis, Dike und Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsidee bei den Griechen, Leipzig, S. Hirzel, 
1907, p. 18-24. 
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翻訳部を一瞥しただけでもいくつかの奇妙な点が露呈する。まず、ピンダロスの断片は

テミスとゼウスとの「婚姻」の場面を歌っているのに、ヘルダーリンの翻訳では、テミス

がゼウスの「年古りた娘（alte Tochter）になる」と言われている、というプロットの書き

換えがある。また、神々の名の固有名詞も消えている。ピンダロスの原文でテミスに付き

随ったモイライ（運命の必然をつかさどる三女神）と、テミスが婚姻の後に出産したホー

ライである。前者はヘルダーリンの翻訳では「時たち（die Zeiten）」と訳されている。ま

た、ホーライは、季節（時の配分）と正義をつかさどる三女神で（エウノミア、ディケー、

エイレネ）、ヘルダーリンの翻訳では「安らいの場（Ruhestätte）」と訳されている。これ

は、ヘルダーリン自身が言っているように「神話をより具体的なものとして
．．．．．．．．．．．

描出する」13と

いう原理に則ってのことであろう。 

アジール断片の最大の謎はホーライという名の翻訳にある。なぜテミスとゼウスの婚姻

の結果が「安らいの場」すなわち「アジール」の創出へと書き換えられねばならないか。

神話学的・文化史的な観点から言えば、古代ギリシアのアシュリアにおいて、他のポリス

からの逃亡者は神聖な場所（神殿や祭壇）に触れることで、追っ手の捕縛から逃れること

が出来たが―「嘆願
ヒケティア

」制度という―、こうした嘆願者たちを庇護する神がテミスであ

った。アイスキュロスの悲劇「救いを求める女たち」では、まさに「嘆願者たちの庇護者

テミス」が「ゼウスの娘」と呼ばれているのである14。こうした嘆願制度にヘルダーリン

が関心を寄せていたことは明らかである。『ヒューペリオン』第2部末尾の書簡が「コロノ

スのオイディプス」に言及していたことも想起されよう15。 

だが、こうした諸々の神話素へのヘルダーリンの関心だけでは「ホーライ」を「安らい

の場」とする「恣意的な」16翻訳の理由説明にはなっていない。ヘルダーリン研究者であ

るアルブレヒト･ザイフェルトは、そのアジール断片に関する研究書において、「安らいの

場」という翻訳が導き出されるプロセスに着目している17。彼によれば、そもそもこの箇

所は、現行のいずれの版でも「テミスが真実なるホーライを生んだ（τίκτεν ἀλαθέας 

ὥρας）」という読みが採用されているのに対し、ヘルダーリンが所持していたとされる版

                                                        
13 Wir müssen die Mythe nämlich überall beweisbarer darstellen：「アンティゴネー註解」のなかの言葉。

StA 5, p. 268. 
14 アイスキュロス『ヒケティデス（救いを求める女たち）』360 行。 
15 「私はへりくだった気持ちでやって来た。それは故郷を失った盲目のオイディプスがアテナイの

門に着いたときの気持ちに似ていた」。StA 3, p. 159. 
16 Friedrich Beißner, Hölderlins Übersetzungen aus dem Griechischen , p. 40. 
17 ザイフェルトの『ピンダロスとヘルダーリン』（Albrecht Seifert, Hölderlin und Pindar, hrsg. von Anke 

Bennholdt-Thomsen, Eggingen, Insel, 1998）は「アジール断片」を一言一句にわたり緻密に読解し、こ

の断片において遂行されている神話素の解釈および他の断片、ヘルダーリン文献、および古典文献

との参照関係を可能な限り確定した研究である。アジール断片を読解する上で（さらにいえばピン

ダロス断片全体にわたって）、１．テクストの文字通りの意味と、２．「法」の次元への一貫した

準拠という二つの階層を縦断的に読解することをザイフェルトは要請している。また、「法」の次

元への準拠とともに、ザイフェルトの説として興味深いのはこの断片のなかで一貫しているプロメ

テウス神話への参照である。プロメテウスはアイスキュロス『縛られたプロメテウス』においては、

ゼウスとテミスの息子とされている。アジール断片における「人間」をプロメテウスと置き換えて

読むことも可能なのである。 
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（1560年のステファヌス版第2版）では、「善良なるテミスが救済者たちを生んだ（τίκτεν 

ἀγαθὰ σωτῆρας）」と記されているというのである（文末図版参照）。したがってヘルダ

ーリンはこの箇所でまったく恣意的な訳を当てているというわけではないことになる。 

さらにザイフェルトの解釈によれば、ヘルダーリンが「救済者たち」という語の上に「ホ

ーライ」の意味を重ねて読み込んだうえで、「安らいの場」＝「アジール」という発想を

得たというのである。というのも、ヘルダーリンの用いたステファヌス版はギリシア語と

ラテン語の対訳であり、その翻訳部分では、「テミスが善きホーライを生んだ（peperit bonas 

Horas）」という訳が採用されているのである。そして、この対訳部の下に編訳者であるス

テファヌスの注記が付されており、「この翻訳においてはἀγαθὰ σωτῆραςではなくἀγαθὰς 

ὥραςと読む」と述べられているのだ。このラテン語とギリシア語の対訳テクスト、そして

訳注を前にして、ヘルダーリンは、表面上はギリシア語原文の「救済者（σωτήρ）」を選

択しながら、「ホーライ」の可能性を捨てずに迷ったうえで「安らいの場（Ruhestätten）」

という奇妙な訳を提案したものと思われる。もし迷いが生じていなければ、テミスがゼウ

スという救済者（σωτήρ）と婚姻し、「救済者たちを（σωτῆρας）産んだ」という翻訳に

なったかもしれない。例えば「安らいの場」を修飾する二つの形容詞の翻訳（goldgehefteten

とglänzendbefruchteten）では、「黄金の馬車」と「輝かしい帰還」のなかで用いられている

のと同じドイツ語の形容詞を反復している。ピンダロスの断片のなかですでにこれらの形

容詞（「黄金の」と「輝かしい」）の反復が見られるのだが、ヘルダーリンはそれを訳し

変えずに忠実に置き換えているのである―あたかも天上の「輝かしい」「黄金」の秩序

を地上において再現するかのように。こうした翻訳は冗漫な印象を与えかねないが、逆に

ヘルダーリンは、ここにある種の翻訳の法則を、すなわち同じものの反復の法則を見出し

ていた可能性がある（これに関しては注釈部末尾で詳述する）。そのうえで、ἀγαθὰ 

σωτῆραςとἀγαθὰς ὥραςという二重のオリジナルの可能性が呈示されたとき、ヘルダーリ

ンは二つの解釈可能性を前にしてどちらも保存する
．．．．

つまり、ともに救済する
．．．．

という戦略を

とったのではないだろうか。このような二重保存する翻訳は、通常の翻訳ではありえない

し、ましてや文献校訂や解釈としては論外である。まさに翻訳者としてのヘルダーリンゆ

えに為しえた意味保存の戦略なのだ。 

 

善良なる彼女は、だが、黄金に縁取られた、輝く果実をみのらせた安らいの場を産んだ。 

Sie aber hat 

Die goldgehefteten, die gute, 

Die glänzendbefruchteten Ruhestätten geboren. 

 

「彼女は」の後につづく「だが」が示す逆接は、しかし、何と何が対立しているのかを

判然とさせない。ただ、その対抗的な強度によって「goldgehefteten」と「glänzendbefruchteten」

という2つの長たらしい形容詞と「安らいの場（Ruhestätte）」という訳語のもつ緊張感を
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増幅させているように思われる18。 

 

Ｉ‐３ 翻訳と注釈 
アジール断片の注釈部においては、「アジール」すなわち「安らいの場」と呼ばれてい

るものが、次々とパラフレーズ（再翻訳）されてゆく。 

 

（A）テミスの息子としての「人間」 

「安らいの場」は、注解部前半では、まず、「人間たちが自己を定位する」場としてパ

ラフレーズされる19。人間はテミスの子供と言われる。これは両者がアナロジックな関係

にあるということを意味する。テミスとゼウスの婚姻というモチーフが、注釈部では、人

間と神との遭遇のモチーフへと変奏されるのである。その際に、両者の媒介となっている

のが、テミスの体現する「法」である。自身が法と正義をつかさどるとともに、テミスは、

法の三女神ホーライ（ディケー：正義、エイレネ：平和、エウノミア：公正）を生む20。 

「法」は、人間たちにアジール権を保証するところのものであると同時に、ピンダロス

断片全体を貫く主要テーマである。「至高なるもの（Das Höchste）」では、プラトン以来

よく知られた「ノモス・バシレウス」（法こそが王）というピンダロスの断片が注釈され

ている。また、アジール断片のキーワードでもある「安らい」を題名とした断片「安らい

について」では、「法」が「王者の風格をもつ安らいの聖なる光」と言い換えられている。

ピンダロス断片のテクスト全体において「法」の主題がテクストに重層性を与えている。

「法」といっても、それは「至高なるもの」が示しているように、「至高の認識根拠」で

あり、つまり認識を基礎付ける媒介作用である。アジール断片でも、ヘルダーリンは、法

を認識根拠としつつ、神と人間が「遭遇」しうること、そしてふたたび相互の領域を区別

されたものとして認識しうることを、示している。それとともに、「認識する（Erkennen）」

ことの旧約聖書的な意味、すなわち性的に知ること（ゼウスとテミスの同衾）を読み取る

ことも可能である。自己再帰性と相互性がこの散文的テクストに特異なリズムを提供して

                                                        
18 ロビン・ハリソンはこの「しかし」の解釈として、次のような「単性生殖」の仮説を提示してい

る。「テミスが産んだ安らいの場は、ピンダロスのテクストとは異なり、ゼウスの子供ではなく、

彼女一人の子供である」。ザイフェルトはこの議論が決定力不足として斥けている。Robin Harrison, 
Hölderlin and Greek Literature, Oxford, Clarendon Press, 1975. 

19 sich setzen はテミス（その語源の τίθημι：措定する）の翻訳と見なすことができる。「人間がい

かにして自己を定位するのか＝自らを法状態のうちに定立するのか」という問いはフィヒテ的な自

我の自己定立の意味で解することも可能だが、ヘルダーリンが念頭においていたのはむしろ 1796
年の『知識学の原理による自然法の基礎』である。Cf. Seifert, Hölderlin und Pindar, p. 59. 

20 ヘルダーリンはピンダロス『オリュンピア祝捷歌』第 13 歌の冒頭のギリシア語原文からの抜粋を

残している（Ursprung der Loyoté〔法状態の根源〕という題名が付されている）が、そこではテミ

スの娘たちが歌われている。「そこには秩序（エウノミア）が住み、その姉妹で、まちまちの堅固

な基盤たる「正義（ディケー）」も、また二人と共に育ち、人々の富を管理する「平和（エイレネ）」

もいる―思慮よきテミスの黄金の子たちである」（内田次信訳）。そしてこの草稿の欄外にはアジ

ール断片で用いられているのと同じ「古えの規律の痕跡（die Spuren der alten Zucht）」という文言が

しるされている（FHA, Bd. 15, p. 345）。ちなみにバイスナーはこの文言を「コロンブス」という讃

歌草案の最終行に付している（StA 2-1, p. 245）。 



アジールとしての翻訳（西山達也） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.4 2010  

 

 
 

10 

いる（sich setzen、sich begegnen、sich wiedererkennen、sich halten）。 

 

（B）規律の問題 

 

ついに、古えの規律の痕跡をよすがに、運命のうちで神と人間とは出会い、ふたたび互いを

認め、根源における困窮を想起しながら、人間は自己を保つことができるところで
．．．．．．．．．．．．．．．

喜ぶ。 

bis sich im Schicksal begegnend, an den Spuren der alten Zucht, der Gott und der Mensch sich 

wiedererkennt, und in Erinnerung ursprünglicher Not froh ist da, wo er sich halten kann. 

 

ピンダロス断片において、法は至高の認識根拠であるのだが、ここで言われている「古え

の規律の痕跡をよすがに（an den Spuren der alten Zucht）」は少し奇妙な表現である。これ

はヘルダーリンの別の草稿のなかでも自己引用されている文言であり21、何かヘルダーリ

ンにとって意味を持っていた表現であるのは事実なのだが、研究者のあいだでも扱いが困

難な表現として持て余されている。まず①「古えの」という形容詞。この形容詞は翻訳パ

ートでは「テミス」を形容しているが（「年ふりた娘」）、これは具体的な時間的古さな

のか、自然法や法の根源、社会契約といったもののフィクション的な、あるいは超越論的

な古さなのか。②次にZucht（規律）は、これもピンダロス断片の別の断片「至高なるもの」

のなかでは、「人間と神とが出会う形態（Gestalt）」とされており、それらは「教会や国

家の法、伝承された取り決め」などと並置されているが、これは①の古さとどう関連する

のか。③そして、痕跡。なぜ、「古い規律を頼りに」、といわれずに、古い規律の「痕跡」

でないといけないのか。これに関して、前出のザイフェルトは、「規律の痕跡」をプロメ

テウス神話に結びつけ、太古の神人遭遇によって生じた傷跡の痕跡を具体的に示している

という大胆な仮説を提示している22 。この仮説が魅力的なのは、規律の痕跡を、解放後の

プロメテウスの身体に刻まれた古えの懲罰（Zuchtは、懲罰・訓育［ラテン語のdisciplina］、

動詞Züchtigen［折檻する］とZüchten［飼育する］をあわせた意味になる）、すなわちプロ

メテウスがゼウスの鷲に肝臓を啄ばまれた際の傷跡の古傷とみることである。この痕跡は、

プロメテウスの解放と救済―それはティターン族の解放と同時に行われた―を想起さ

せる「しるし」であり、ひとは、プロメテウスの肝臓が規則的に再生し、それにともなっ

て鷲が規則的に襲来したのと同様に、この傷跡（Spur）を頼りに、何度でも（プロメテウ

スの）解放と救済を再認しうるのだ。それは要するに、反復のしるし、あるいは繰り返し

蘇生するしるしそのものであり、根源の想起と神‐人の再認は、この「痕跡をよすがに」

遂行される。 

きわめつけにザイフェルトは、「彼が自己を保つことのできるところで
．．．．．．．．．．．．．．．．．

（da, wo er sich halten 

kann）」という副文に「an den Spuren der alten Zucht」を掛けて読む。とすると、「人間が

                                                        
21 前註参照。 
22 Seifert, Hölderlin und Pindar, p. 79-80. 
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自分を保つことができる」という文が反転し、「彼が古えの規律（訓育・懲罰）の痕跡（記

憶）を頼りにすることができる」という意味になるのである。これはまさに、ヘルダーリ

ンがこのピンダロス断片全体にわたって張り巡らせている「Halt」関連の語彙にもリンク

するものである。「至高なるもの」では、「教会や国家の法、伝承された取り決め」が「生

き生きした関係を確保する（sie halten […] die lebendigen Verhältnisse fest）」とされている。

Haltの意味に関しては、ハイデガーにおけるAufenthaltへの書き換えをめぐって再度立ち戻

らねばならない。 

かくして「安らいの場」は「人間が自己を保つことができる場」へとパラフレーズされ

たわけだが、注解部の後半ではさらにこのパラフレーズが進展する。 

 

（C）同じものの反復 

 

秩序を愛するテミスは、人間のアジール
．．．．．．．

を、静寂なる安らいの場を、産んだ。いかなる余所

のものもそれを侵すことはできない。なぜなら、そこでは自然の働きと生が集中しており（←

副文１）、また、安らいの場を取り巻く感知するものが、 かつて安らいの場が経験したの

と同じことを、想起しつつ、経験するからである（←副文２）。 

Themis, die ordnungsliebende, hat die Asyle des Menschen, die stillen Ruhestätten, geboren, denen nichts 

Fremdes ankann, weil an ihnen das Wirken und das Leben der Natur sich konzentrierte, und ein 

Ahnendes um sie, wie erinnernd, dasselbige erfähret, das sie vormals erfuhren. 

 

「いかなる余所のものもそれを侵すことはできない」の理由を説明する副文２つが問題で

ある。第一の副文はまだ分かりやすい。自然の力と働きの「集中」とは、自然的な生が集

中して法の形態を獲得する過程を表現していると理解できる23。だが二つ目の副文におい

ては、まず、「ein Ahnendes um sie」の前置詞umの用法とsieの指示対象が問題である。後で

見るようにハイデガーは「um」を空間的意味でとり、「sie」を「人間たち」ととっている

が、後者に関してはRuhestättenを受けているとみなす研究者が多い。ein Ahnendes um sieも

しくはein um sie Ahnendes―「それら（＝安らいの場）を予感・感知するもの」もしくは

「それらを取り巻く予感・感知するもの」―という文言は、アジールが境域である以上、

それを取り囲む（um）もの、すなわちアジールで安らいを生じさせるためのシェルターの

ようなものがあると考え、空間的な意味で訳した。感知するもの（ein Ahnendes：「予感」

は必ずしも未来を先取りすることを意味しない）とは、アジールを庇護するシェルターで

あるとともに余所なる者との遭遇の媒質であり―ヘルダーリンが「Geist（精神ないし

霊）」と呼ぶもの―、それがあってはじめて異なった領域の隣接が可能となる、つまり

                                                        
23 これはデルポイの至聖所における「大地の臍（オンファロス）」のモチーフを示唆しているとい

う説、あるいは敬虔主義の伝統における「円運動の不動の中心」といった表象と関連付ける説もあ

る。Cf. Seifert, Hölderlin und Pindar, p. 98-108. 
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「厳密な媒介性」（「至高なるもの」）が可能となる。したがって想起しながら感知する

ものは、ヘルダーリンの語彙でいえば「法」である。「安らいについて」と題された断片

では、次のように言われている。 

 

法は、あの運命を平静のなかでしっかり保持するための手段となる（Dann sind die Gesetze die 

Mittel, jenes Schicksal in seiner Ungestörtheit festzuhalten）。  

 

運命に従って、「感知するもの」は、かつて安らいの場にて生じたのと「同じこと（dasselbige）」

を再帰的に経験する。安らいの場においては、厳密に同じことが反復するので、そのなか

で「人間は自己を保つ」ことができ、また、「いかなる余所のものそれを侵すことができ

ない」のである。 

したがって、「いかなる余所のものも侵すことができない」は、異他性を排除している

のではなく、むしろ認識の純粋性を保つことで混じりけのない翻訳を可能にしていると考

えることができる。同じことの経験は、意味の同一性であれ、形式の同一性であれ、翻訳

のミニマルな条件といえよう。翻訳部で2回ずつ繰り返される同じ形容詞、「黄金の」と「光

り輝く」は、聖性の伝達を、つまり翻訳を象徴しているように思われる。また、翻訳部末

尾の（ホーライに代置される）「救済者」も、父である救済者ゼウスを反復したものだ。テ

ミスは救済者の「娘」になり、救済者たちを産む。「同じこと」の保存、ギリシア語でい

えば「ソテリア」は、まさに「救済者
ソ テ ル

」の機能そのものである。その意味で、「同じこと」

を繰り返す人間、「自己を保つことができるところで喜ぶ」人間は、まさしく翻訳者の形

象を言い表しているのである。 

 

 

Ⅱ 滞在 
 

以上にアジール断片を仔細に検討してきたが、この断片を含むピンダロス断片について、

ハイデガーは幾つかの重要な箇所で参照している。講演「あたかも祝いの日に……」

（1939-40年）と、講演「追想」（1943年）では「至高なるもの」を参照し、また、講義『ヘ

ルダーリンの讃歌「ゲルマニア」と「ライン」』（1934/35年）では「生を与えるもの」を

全文引用している。「生を与えるもの」のなかから抜粋された「流れの精神（Stromgeist）」

という言葉は、ヘルダーリンの詩作全体の、あるいはヘルダーリンによって詩作された詩

的精神のエンブレムとなる24。冒頭で確認した『イスター講義』からの引用、そのなかで

「アジール断片」への言及がなされている箇所も、「イスター」における「流れ」の意義

                                                        
24 「流れの精神」については、GA 8, p. 194 ; GA 75, p. 165, p. 187 ; GA 7 所収の「建てる、住まう、

考える」および「技術論」、等々を参照。「至高なるもの」は GA 75, p. 200 で全文引用されている

ほか p. 315 以下でも注釈されている。 
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を解明している箇所においてであった。アジールは、流れのほとりに創設される。 

 

「ここでしかし我々は建てよう」とあるが、こことは、流れのほとりである。（GA 53, p. 23） 

 

この創設行為は、ハイデガーにとって、同時に翻訳ないし解釈の創設であることを忘れて

はならない。『イスター講義』第3節では「流れ」をメタファーと解することを芸術の形而

上学的解釈として厳しく拒絶しているが、これは逆説的に、「流れ」がメタファー

（metaphora）の転移的性格（-phora）に対するメタ・メタファー、あるいはより正確には、

「メタ」抜きの「フォラ」となっているからである。こうしたメタ言語に対する拒絶は、

この講義でのハイデガーの「翻訳」への関心をあらためて反映している。「流れのほとり

で」とは、こうしたメタ言語の拒絶に即して、つまり「フォラ」の移動に即して、を意味

する。そしてまさにここで、翻訳としてのアジールが創設される。ハイデガーはピンダロ

ス断片翻訳についての覚書（1944年執筆、2001年刊行）のなかで次のように述べている。 

 

翻訳とは、彼方へ
．．．

移すことであり、他の岸へと、他なる者の岸に向けて、渡すことである（し

たがって解釈を前提としつつ移すことである）。 

Über-setzen – auf ein anderes Ufer – an das Ufer eines Anderen !! (Demgemäß :  Voraussetzung der 

Auslegung.（GA 75, p. 343） 

 

ハイデガーのヘルダーリン読解は、彼の解釈学的な関心を背景として読まねばならない。

だが同時に、ハイデガーはピンダロス断片を前にして解釈学的な関心を強く揺さぶられて

いるのも事実である。「ヘルダーリンによってこれらの断片に添えられているもののみが

問題である」（GA 75, p. 342）。「この「追記」は何か、「解明」か、「注釈」か？」（p. 342）。

ハイデガーにとって、ピンダロス断片の翻訳が範例的であったとすれば、それはピンダロ

ス断片において、解釈と翻訳の関係の究極の形態、あるいは解釈の究極の形態としての翻

訳25がその姿を露わにしているからである。 

こうした前提から出発して、ハイデガーがどのようにアジール断片から想を得つつ「流

れのほとりでの滞在」の主題を展開しているのかを確認したい。 

 

 

                                                        
25 ピンダロス断片に見られるような相互規定しあう翻訳と解釈の様態は、ハイデガーにひとつの方

向性を示しているものと思われる。ハイデガーは翻訳が解釈の極端的形態だと考えているのであっ

て、翻訳が対話行為の極端な事例だと言っているわけではない。この点でハイデガーはガダマーに

代表される解釈学的枠組みからの翻訳理解とは一線を画しているように思われる。「他国語からの

翻訳という極端なケースに身を置いてみよう。どれほど翻訳者が著者の生を生き、感情移入したと

しても、テクストの翻訳は、書く行為の根源的な心的プロセスを端的に蘇生させることではまった

くなく、テクストの模造であり、その模造は、そのテクストで言われたことの理解を通して行なわ

れる」（Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke. Bd. 1. Wahrheit und Methode, 1999, p. 389）。 
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Ⅱ‐１ 到来 
「アジール断片」についてのハイデガーの言及箇所は本発表の冒頭で引用したが、その

続きを確認することからはじめたい。 

 

ひとつの場所の傷つけることができず神聖なることをギリシア語ではヘ・アシュリアという。

ヘルダーリンは、「アジール（Die Asyle）」について語っている（V, 271）。それは人間の

安らいの場である。だがそれは必ずしも墓所ではない。むしろ自然の働きと生気が「集中す

る」場所、「予感するもの」が人間をめぐって来る（» ein Ahnendes « um den Menschen kommt）

場所である。そのような場所がかの滞在を規定する仕方、総じて場所が場所たるありようを、

我々は場所の場所たるゆえんとして、所在（Ortschaft）とよぶ。場所のかかる所在が、滞在

の安らいを施し与えるのである。「ここでしかし我々は建てよう」とあるが、こことは、流

れのほとりである。 

流れは、人間の地上における滞在を遍く宰領する所在として「存在する」。この所在が人

間を、その所属する方へと、また人間が故郷をえて休らう（heimisch ist）場へと、規定して

いる〔情調づけている〕。流れはこうして人間をその固有のものへともたらし、人間をその

固有のものにおいて保つのである。（GA 53, p. 23） 

 

これだけの言及からではあるが、ハイデガーのヘルダーリン読解の三つの特徴を抜き出

してみたい。 

（ⅰ） ハイデガーにおける「神話」 

（ⅱ） ein Ahnendes ： 到来の次元 

（ⅲ） Halt関連語彙 

まず（ⅰ）に関しては、端的に、アジール断片のなかで言及されていたテミスとゼウス

の婚姻という神話的モチーフへの言及がまったく欠如している26。もちろん当該箇所は「イ

スター」の読解であるので、それと直接関係ないゼウスやテミスへの言及は不要であろう。

                                                        
26 発表前半部（Ｉ－１）で、ピンダロスの「讃歌」における神話的系譜（ヘシオドス）の書き換え

問題を示唆したが、ハイデガーがヘルダーリンに主として読み込もうとするのもまさに讃歌的なも

のである。ここでの讃歌的なものは、もはや讃歌というジャンルを超え出ており、ソポクレスの悲

劇ですら「讃歌的なもの」の説明材料とされる。ハイデガーは「讃歌」の意味を説明するために、

『アンティゴネー』の「私を祝う祝いの歌もありえまい」という興味深い表現を参照している。こ

こでは「ヒュムノス」と「ヒュメン（ὑμήν：１．膜、２．ヒュメン女神）」の連想が働いている

が、両者の語源的なつながりは曖昧とされている。以下、当該箇所からの引用。 
「ギリシア語のヒュムノスは、神々を讃美するための合唱、英雄たちを賞賛するための、あるいは

競技における勝利者を称揚するための歌を意味する。「合唱」および歌において本質的なるものは

言葉である。ヒュムネインは、讃え、褒め、敬い、清めるの意において言うことを意味する。この

ように言う言葉の根本特性は祝うであり、祝祭をその本質に適いつつ用意することである。ヒュム

ノスは、何らかの行事のための「手段」ではなく、祝い事の体裁をつける「外枠」でもない。では

なくして、このように言うこと自体の中に祝うこと、祝祭的なるものがあるのである。それゆえ我々

は名詞ヒュムノスと動詞ヒュムネインとが独特の統一からして現れているような本質的な言葉遣

いを見出すのである。それは、ヒュムノス・ヒュムネイと言い、祝いの歌が祝う、の意である。「い

つの日か婚礼を催すとて、私を祝う祝いの歌もありえまい」（『アンティゴネー』813-816 行）。 
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一方、「イスター」が依拠している神話的モチーフ、すなわちヘラクレスによるイストロ

ス川上流での滞在（そこでの「オリーブの木蔭の獲得」）については「異邦の者の歓待」

の主題として言及がある（第23節）27。ヘラクレスのモチーフは「流れの精神」と関連付

けられるディオニュソス神話と一体とみなしうるが28、『イスター講義』ではディオニュ

ソスについては議論を展開していない。この点に関しては（ⅱ）とセットで考えねばなら

ない。 

もっとも、ハイデガーはそもそもロゴスとミュトスとを対立的には捉えておらず、原言

語（Ursprache）と原詩作（Urdichtung）を神話と一致させる。その場合、34/35年講義と講

演「あたかも祝いの日に……」においては歌の誕生に比せられる「半神としての詩人」（デ

ィオニュソス）の生誕の論理を究明することがハイデガーにとっての神話（論）的なもの

の解明を意味することになる29。 

次に（ⅱ）に関して。ハイデガーはここで ein Ahnendes um sieを「人間たちを取り巻く

予感するもの」と読み、「流れの精神」に結び付けて理解しようとしている。このとき、

「予感するもの」は到来の次元を指し示している。1934/35年講義では、「流れの精神」は

ディオニュソス神話と「来たるべき神」のモチーフにはっきりと置き換えられているが（デ

ィオニュソスこそが来たるべき神である〔Cf. W・F・オットー〕）、『イスター講義』で

は、「民の声」における「予感に満てる者ら」という表現に注目している。それは次のよ

うな詩節のなかに見出される。 

 

われらの知恵など顧みることなく 

流れはしかしざわめきの音立ててゆく。しかもなお 

何びとが流れを愛さぬであろう。それは常に 

私の心を動かすのだ、遥かの方へ消え去りゆく 

予感に満てるものらの響きを聞くとき。私の道とはいえぬながら 

より確かな道をとり、流れは大海へと急ぎ行くのだ。 （民の声、GA 53, p. 32） 

 

「流れの精神」は、人間に対して無関心であるにもかかわらず、「私の心を動かす」、つ

まり「情調づける（bestimmen）」。流れと人間とのあいだに「愛」の情調が存在する。そ

                                                        
27 ヘラクレスによるイスター川上流の来訪という主題は、ヘルダーリンも翻訳しているピンダロス

の「オリュンピア祝捷歌」第 3 歌に読むことができる。バイスナーの指摘などを参照しつつ（Friedrich 
Beißner, Hölderlins Übersetzungen, 1933, p. 157）、ハイデガーも随所でこの主題に立ち戻っている。GA 4, 
p. 79 ; GA 75, p. 142, 165, 196. 

28 Cf. GA 39, p. 188. ディオニュソス神話をめぐっては、ハイデガーは当時親交をもっていたヴァル

ター・フリードリヒ・オットーの『ディオニュソス』研究に依拠している。Walter Friedrich Otto, Dionysos. 
Mythos und Kultus, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1933. 

29 原言語・原詩作・神話は詩人自身の言葉でいえば「謎」の発源の契機に重ね合わされる。ハイデ

ガーによれば「謎（Rätsel）」の「古い根源的な意義」は、「「助言（Rat）」すなわち配慮する思

案によって守られ包み隠されたもの」をいう（GA 53, p. 40）。アジール断片におけるテミスも神託

を授ける者であり、「よき助言者」と呼ばれていることに注意したい。 
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の情調の座は「離心的な中心」（『イスター講義』の主要関心でもある心＝Herz、炉＝Herd、

大地＝Erde）であり、引きさらう流れと、離心的な心と、そして予感はそれぞれ独自の「牽

引」作用をもっている。 

 

しかもなお、何びとが流れを愛さぬであろう…… 

 

だからしかし流れへの何らかの帰属性はやはりあるわけである。流れと共に行こうとする心

である。流れの持つ引きさらう勢いと、そして自らの道を行く確かさとは、これこそまさに、

人間をその生の通常の中心よりして引き出すところのものであり、かくして人間は彼の生の

外部なる一中心点（Zentrum）に立ちうる、すなわち離心的＝常軌を逸脱したるものであり

うる。人間的存在の離心的中心が踏み止まること（Das Innehalten der exzentrischen Mitte des 

menschlichen Seins）、この中心をそれたるものにおいて自らの「中心を得て」「集中して」

滞在するということ、これはその前段階を、愛においてもつのである。生の離心的中心にお

いて立つという場合、その本来の領域は、死である。消え去りゆく、予感に満てる流れは、

人間の道を行きはしない。（p. 32-33） 

 

この箇所はまさしくアジール断片注釈部への注記として読むことができる。アジール断片

では「自然の活動と生が集中する」といわれていたが、ここでは人間の生の離心的な中心

における滞在が言われている。人間の「心」は、流れの精神によって引きさらわれる。こ

の「引き裂く流れ」は、（ⅰ）で述べたディオニュソス的なもの―到来する神―の本

質特徴でもある。もっとも、ハイデガーはここでは予感と到来を等置しておらず、むしろ

ここでの「予感」を想起の次元へと結び付けている。「真の追憶はひとつの予感である。

おそらくは追憶とは、単になんらか来るものへと予測をめぐらせる態の予感以上に、より

根源的なる予感であろう」（p. 34）。こうした想起しつつの予感
．．．．．．．．

のうちに自己を保持する

ことを、ハイデガーはここでは、「人間的存在の離心的中心が踏み止まること（Das Innehalten 

der exzentrischen Mitte des menschlichen Seins）と言い表している。 

Innehalten（踏み止まること）と予感は矛盾しない。踏み止まること、堅持することは、

独特の牽引の力をともなう。1944年に執筆された覚書きのなかでハイデガーは、アジール

断片における「古えの規律の痕跡をよすがに」という文言について、牽引の側面から次の

ように注釈している。 

 

この「法」は規律
．．

として。ピンダロス断片（ただし懲罰の鞭にはあらず）。「古き規律」と

その痕跡（…）。 

規律は（Zucht=Zug=Zügel）牽引であり手綱であって本質的なる諸関係を、導く手綱のうち

に堅持することとしての躾けである。媒介しつつ、中間を形成しつつ、しっかり保持しつつ、

このようにして留まるもの
．．．．．

に帰属しつつ、癒す、の意である―（聖なるもの）。 
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（GA 75, p. 320） 

 

発表前半ではヘルダーリンの「規律（Zucht）」が「懲罰（Züchtigung）」の意味を含むと

述べたが、ハイデガーはここではそれを明確に否定している。ハイデガーはむしろ「規律」

を「牽引（Zug）」に結び付け30、手綱をしっかり握る（festhalten）媒介者として身を持す

る者（とはいえ「導き手」の構え（Haltung）そのものには言及がないが）の性格を強調し

ている。「想起しつつ予感するもの」は、こうした「牽引」のうちに身を持する（sich halten）
31。 

ここから、（ⅲ）Halt関連語彙を考察せねばならない。Haltの関連語彙は後期ヘルダーリ

ンが好んで用いた語彙であり、また、ハイデガーもこの語彙をふんだんに用いてヘルダー

リンの詩作を読解し、なおかつ、自らの思索のうちでこの語彙を増殖させていった。この

語彙は元々ハイデガーの使用に供されていたが、30年代から40年代の講義を通じてヘルダ

ーリンの用法によって侵食され、最終的にAufenthaltという語のうちに結晶化することにな

る。アジール断片における「自己を保つ」に関しては、ハイデガーは、ピンダロス断片へ

の未発表の覚書で、「「人間が自己を保つことができるところで喜ぶ」のはいつか
．．．

」とい

う問いを立てている（GA 75, p. 346）。この「いつか
．．．

」という問いは、（ⅱ）における予

感の時間性の問いに結びついている。「人間的存在の離心的中心の踏み止まり」という表

現のなかで用いられていたInnehaltenという動詞（持続であると同時に遵守、また反対に中

断・停止も意味する）は、この答えとなる時間性を含んでいる。本発表の冒頭で引用した

『イスター講義』の一節でも、「滞在」とInnehaltenが互いにどちらが主体となるともなく

相互に規定しあっていた。「住まうとは（…）滞在の踏み止まり（Das Wohnen [...] ist ein 

Innehalten des Aufenthaltes）」。滞在は、自らのうちに立ち止まり、離心的なもの（ent-）

を内包（enthalten）しつつ自己を保持する。この自己の保持は、想起しつつの予感という

「牽引」のうちにある。これについて、Innehaltenの時間性をさらに検討したい。 

 

Ⅱ‐２ 移行の時間 
 

（A）停止 

ハイデガーが考えた「滞在」の場―固有なものと異質なものとの一回的な対話が生起

                                                        
30 Zucht と Ziehen（牽引）の連関が強調されているが、これと関連して訓育（Erziehung：パイデイ

ア）がピンダロス断片では一貫して問題になっている。Cf. 青木誠之「孤独な学校―『ピンダロ

ス断片』を読む」『イドゥーナ』創刊号、ヘルダーリン研究会編、1997 年、49-99 頁。 
31 引用の末尾で「癒す（heilen）」と「聖なるもの（das Heilige）」という語が見られるが、これは

「安らい」との関連で言われている。「「安らい」は動きの止むこととしてではなく、その集中と

してある（聖なるもの）。「あたかも祝いの日に……」第 2 連の「なぜならば、予感しつつ自然自

体もまた安ろうているのだから」参照。ピンダロス断片 1 にも、「安らいの場」とある」（GA 75, 
p. 325）。また、ハイデガーはピンダロス断片のなかから「安らいについて」にも言及している。

そこでは「王者の風格をもつ安らいの聖なる光」としての「法」について次のように言われていた。

「法は、あの運命を平静のなかでしっかり保持するための手段となる」（GA 75, p. 322）。 
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する場―では移行の時間が支配する。1941/42年冬学期の講義でハイデガーは、こうした

時間をヘルダーリンの「追想」の読解から導き出す。この詩が題材としている1801-02年の

ボルドー滞在の記憶そのものが、詩人の生における移行の時間の記憶を記しているのだが、

そこで歌われている季節も「夜と昼が等しいとき」、すなわち三月、春分という時間であ

る。「移り行くことは、むしろ過ぎ去り行くこと、単に通り過ぎることで、滞在すること

ではないと思われる。しかし三月の時期には、急を要することも、荒々しいこともない。

隠れて中断（Innehalten）しているなかで冬と夏との宥和が兆している。だがこの中断は静

止状態ではなく、独特の上昇であり……」（GA 4, p. 109）。それはまた、祝祭の時間、よ

り散文的に言えば休暇の時間である。休暇とは、日常業務と労働を停止することなのだが、

これは労働のための休息（「労働の絶対的優位」のもとでの「休日の制度化」：GA 52, p. 65）

であってはならない。本来的な停止とは、「自己を引き止めること（Ansichhalten）」であ

る（p. 64）。 

 

中止することとしての休むことはしかしまた、単なる中絶・中断であるかわりに、止めてう

ちに留まるとして、始めることでもありうる。この、内にとどまるは、労働から注意を背け

ることから生ずるのではなく、人間が自らを保持することに由来するのである。自らを保持

するとは、自己‐自身へと‐いたるであって、我に返るであり、自己としてあることである。

ここにおいて、自己固有の本質とその展開とが放免される＝自由を得る（freigegeben）ので

ある。（p. 74） 

 

自己の本質の保持と自由な展開は、まさに「自由な場（Freistätte）」としてのアジールの

特徴のひとつである。「祝祭は通常のものから自由となり、免れることである」（p. 65）。 

この規定は、哲学の伝統においてはスコレーの規定を想起させるものであり、「停止」

の与える自由は、スコレーを遂行する自由人の自由（エレウテリア）と重なりあう。じじ

つ、初期のアリストテレス読解においてすでに、ハイデガーは配慮的な動性としての「ス

コレー」を「滞在（Aufenthalt）」およびその関連語句によって翻訳していた32。「スコレ

ー」は単なる暇ではなく、動性のただなかにおける「滞在」である。ハイデガーの滞在は、

あくまで、離心的な中心における滞在なのである。 

 

 

                                                        
32 GA 62, p. 94-96. ハイデガーはアリストテレス『形而上学』第 1 巻第 2 章および『政治学』1334a22
以下を参照している。「滞在（Aufenthalt）」は σχολή の訳語であり、配慮動性の一性格とされる。

差し当たっての交渉的見遣り（Hin-sehen）を停止すること（auf-sehen）がアリストテレスにおいて

はスコレーである。「Auf-sehen［…をやめて顔を上げる］、Nichtweitergehen［それ以上に先に行か

ない］、Halt［停止］、Nachsehen［みなおす］、Aufenthalt［滞在］」。ちなみに『政治学』の同

じ箇所についてはアーレントが『精神の生活』でコメントし、スコレーを最高のプラクシスと見な

している。Hannah Arendt, The Life of  the Mind. 1. The Thinking, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1978 
p. 92-93. 
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（B）物怖じ 

滞在における自由は、ハイデガーにとって、放恣ではなく自己抑制としての自由である。

この自己抑制は、時間の留まりと滞りを作り出し、これが「物怖じ（Scheu）」という一層

基底的な情調（構え）へと言い替えられる。 
 

物怖じは断じて不安定ではない。しかし自らを抑制している（hält doch an sich）。だがこの、

畏怖の自己抑制（Ansichhalten）は、小心翼翼といったように自分自身のための心痛にかまけ

てしまうわけではない。物怖じの自己抑制はしかし、それにもかかわらず決して留保

（Vorbehalt）ということを知らぬ。物怖じは、怖れられたものを前に根源的に固められた自

己抑制として、同時にこの怖れられたものへの最も心籠めた愛好でもある。物怖じへの情調

を呼ぶものは、躊躇させる。だがこの物怖じの躊躇いは、萎縮し消沈することをしらぬ。物

怖じの躊躇いは、待ちつつ忍耐への決意を固めていることである。（GA 52, p. 171） 

 

別の箇所でハイデガーは物怖じが決して心理学的なカテゴリーでないと言っているが、こ

れは要するに「自己保持（Sich-halten）」の様態だということだ33。この場合、「物怖じ」

もしくは「畏怖」が何に対して「自らを保持して／自らを制止して」いるかといえば、そ

れはもはや何らかの他者や疎遠な者に対してではない。「物怖じは、奇異なるものに対す

る物怖じではない。ではなくして、物怖じとは、異邦のものにおいて異邦のものとして輝

き始めるところの、固有のものにして遠方から来たる親密なるもの（vor dem Eigenen und 

fernher Vertrauten, das im Fremden als dem Fremden zu leuchten beginnt）、これに対するものな

のである」（GA 52, p. 172）。固有なものと異質なもののキアスム的関係、「生き生きと

した関係」（「ベーレンドルフ宛書簡」）のうちに身をおくことそれ自体が物怖じである。

踏み止まり（Innehalten）は、自己のうちに、独特な共同性を含みこむことになる。大勢い

るわけでも滅多にいないわけでもない、「ときおりひとり、またいつかひとり、それがい

つも」（GA 52, p. 170）といった具合に存在する者たち34の共同性、これがハイデガーのア

ジールにおける共同性である35。 

 

 
                                                        
33 「自己保持」としての「物怖じ」との関連では、『哲学への寄与』における「慎み（Verhaltenheit）」

をめぐる議論を参照せねばならない。「慎ましさにのみ、最後の神の宰領は行き当たる。慎ましさ

がこの宰領のために、そして最後の神のために、《大いなる静けさ》を創造する」（GA 65, p. 34）。  
34 ハイデガーはここで「追想」47-49 行（StA 2-1, p. 190）の「しかしながら友らは何処にありや、ベ

ラルミンとその伴侶とは？ 時として源泉に赴くに、物怖じの心を抱くひともある」を注釈してい

る。 
35 「物怖じ」をもう少し「アジール」の問題にひきつけて検討するならば、ハイデガーは『イスタ

ー講義』の翌学期の『パルメニデス講義』では、「物怖じ・畏怖」をアイドースとレーテーの概念

に関連させながら論じている。アイドースは、アジールを求める者の嘆願制度にかかわっているが、

この講義では「コロノスのオイディプス」（1267 行以下）を引き合いに出すのが示唆的である。そ

こではアテナイに庇護（アジール）を求めるオイディプスに対してアイドースの原則が主張されて

いる。 
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Ⅱ‐３ 自由な場 
こうした自由な場への滞在は、1930-40年代のハイデガーにとって、不可避的に「ポリス」

という場の刻印をおびたものとして思考されている36（講演や論文では婉曲的な示唆にと

どまる場合が多いが、講義ではそうした方向が明確に示される）。これが如実に現れる例

としては、Haltに関わる語彙系で、「滞在」や「関係（Verhältnis）」、「慎ましさ（Verhaltenheit）」

と並んで、「構え（Haltung）」という語を忘れてはならない。滞在であろうが、関係であ

ろうが、また、物怖じや停止であろうが、そこにはスタンス
．．．．

がなければならない。そして、

このスタンスはそのつど特異な場を要請する。Haltungという語はハイデガーのテクストの

随所に見出されるため逆に目立ちにくいが、例えば1931/32年冬学期の講義では、この語は

プラトン『国家』第7巻の「洞窟の比喩」のなかに出てくる「パイデイア」を翻訳するため

に用いられている37。こうした構えのうちでのみ人間が存在者の只中での自由を得る38―

洞窟の外への解放、またその反対の、真理のイデア化（オルトテース化）、すなわち軛へ

の繋留における自由の喪失。だが、1942年に発表された「プラトンの真理論」39では「洞

窟」の内外における滞在と方向転換が論じられるものの、「構え」への言及が完全に消失

し、「構え」が「滞在」によって置き換えられる。そしてこれと連動して、1931/32年の講

義において「構え」が可能にしていた自由が考察の背景にしりぞく40。1942年のイスター

講義および「プラトンの真理論」では、自由の問題系がむしろ「場所の場所性」における

自由な開かれ（das Freie）へと転換されたと考えることができる。 

この「構え」から「滞在」への転換と関連していると思われるのは、『イスター講義』

の第2部におけるアンティゴネーの形象である。アンティゴネーの形象において問題なのは、

その存在の構えであり、また、またポリスにおける滞在の可否だからである。ここでアン

ティゴネーの「構え」と「滞在」を一語で言い表しているのは、ギリシア語のπέλωという

動詞である。πέλωは「存在する」とほぼ同義の語だが、「古く、その意味は、盛んに動く、

生じ来る、おのれの場所または場を見出し、踏み止まる（seinen Ort und seine Stätte finden und 

                                                        
36 自由（エレウテリア）があくまでもポリスにおける自由人の《ステータス》であったことを想起

したい。Cf. ハンナ・アーレント「自由とは何か」『過去と未来の間』所収、みすず書房、1994 年。  
37 1933/34 年の講義『存在と真理』でもパイデイアの問題への言及があり（第 28 節 C）、ここでは

パイデイアが「innere Gehaltenheit des menschlichen Daseins aus dem sichdurchhaltenden Standhalten zu 
dem, was das Schicksal fordert」と訳されている。また、ヴェルナー・イェーガーの『パイデイア』（1933
年）における「形成（Formung）」というパイデイアの訳が「学者っぽい見方」と揶揄されている。  

38 GA 34, §15.「パイデイア（構え）は人間の《節度》であり、自己を貫き持ちこたえるという「構

え」から生じている。その構えのうちで、人間は存在者の只中で自由な選択によって彼固有の本質

に対する支えを選び取る。すなわちそれへ向かってかつその内で人間が自己自身を人間の本質へと

授力するものを選び取る。われわれの固有な本質を人間の本質へと最も内的に授力すること、自己

自身で立っている実存者として、自らの選択によって支えを選び取ることは、生起として哲学する

ことにほかならない（…）」（GA 34, p. 114）。 
39 この論考は 1940 年に小さなサークルでの講演のために執筆され、1942 年にエルネスト・グラッ

シ編集の『精神的伝統』年報第 2 号に掲載される（Cf. GA 9, p. 483）。 
40 この問題に取り組むには「プラトンの真理論」と 1943 年に発表された「真理の本質について」を

照合しながらの読解が必要となる。 
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innehalten）の意である」（GA 53, p. 87）41。この動詞は「不気味なものは数多くあれど…」

で始まる合唱歌の冒頭で用いられているのだが、これをハイデガーは、次のように翻訳し

ている。 
 

κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει· 

しかし人間よりも不気味なものはありえない。『アンティゴネー』333-334行 

nichts doch über den Menschen hinaus Unheimlicheres ragend sich regt. 

しかし人間を超えて聳え立ち激しく動く、より休らいなきものはない。（GA 53, p. 73） 

 

「聳え立ち激しく動く（ragend sich regt）」と訳されたπέλωはアンティゴネーを含む人間

存在そのものの離心的な構えを言い表している。そしてじつは、このような「構え」をも

つことがポリスをもつことと等置される。 

 

おそらくポリスとは、それを回って一切の問いに値するものが、したがって休らいなきもの

が、特別な意味において回転しているところの場所なのであり、領域なのであろう。かかる

ポリスπόλιςとはポロスπόλοςであり、すなわち極（Pol）なのである。一切がそこにおいて、

またそれを回って旋回している渦なのである。πόλιςとπόλος、この二つの語において、合

唱歌第二詩行で動詞πέλειの語っているもの、かの本質的なものが名指されているのである。

πέλεινとは、恒常的なるものにして変転である。（p. 101） 

 

πέλειν、πόλις、そしてπόλοςの連関のうちに、「安らいの場（Ruhestätte）」が組み込ま

れる。ヘルダーリンにおいては「自然の生と働きが集中する」場所であったアジールが、

「一切がそこにおいて、またそれを回って旋回している渦」となる。アンティゴネーの合

唱歌の末尾近くでポリスという語が興味深いかたちで用いられている（ここでハイデガー

はポリスを「場（Stätte）」と訳している）。 

 

ὑψίπολις ἄπολις ... 

Hochüberragend die Stätte, verlustig der Stätte ist ... 

高く聳え立つ場、その場を失うものは……（『アンティゴネー』370行）42 

                                                        
41 また、次のようにも言われている。「πέλειν とは、おのれから発して起こり、現われ来たり、そ

のようにして現前することである。ὁ πέλας とは、すぐ近くにその現前をもつところの隣人である。

その意味はしかし、その隣人がじっと動かずに現にあるというのではなく、この現前において活動

的に動いている、彼方此方へ行くさまである。πέλαγος となると、これは、おのれから発して活

動するもの、したがって彼方へと流れ行くものではなく、その波立ちにおいて止まっているもの、

みずからにおいて安ろうているもののことである。πέλαγος はこうして、「海」を指す語となる」

（GA 53, p. 88）。この箇所についてはヘルダーリンのピンダロス断片「イルカについて」を参照。 
42 この箇所は ὑψίπολις と ἄπολις の語義が確定しづらい（権勢を誇るポリス or ポリスのなかの権

力者／没落するポリス or ポリスを失う者）こと以外に、句点の位置の取り方も難しい箇所とされ

ている。Oxford Classical Text の最新の版（Sophoclis fabulae, ed. H. Lloyd-Jones, N. G. Wilson, 1990）では  



アジールとしての翻訳（西山達也） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.4 2010  

 

 
 

22 

 

ὑψίπολις（高く聳え立つ場）とἄπολις（場を失う）の両極は、このようにテクストの上で

並置されながら、ポリスの内包する最大振幅（聳え立ちと失墜）の内向的対抗性を示して

いる。ἄπολιςとは、国を失った者、法外の者、罰せられた者、真にポリスに属さない者、

すなわちアンティゴネーという特異な者を指す。だがハイデガーはこれを「高く聳え立つ

場を失う者」と翻訳している。そのような者は、「炉のもとで我が親しき者とはなりえぬ

であろう」「またその者の想いとも、我が知の関わることはよもあるまい」と宣告される

（GA 53, p. 120）。だが最終的に、ハイデガーは、このようなアンティゴネーの排斥が反

転すると考える（ἄ-πολις, ἀ-συλία, ἀ-λήθεια …）。もっとも不気味なものとしての人間

のなかで、さらにもっとも不気味なアンティゴネーこそが炉に加わる。「高く聳え立つそ

の場を失う者」（アポリスな者）、滞在の自由を拒絶された者こそが、「開かれた場所」

（GA 53, p. 113）に、存在としての「炉」に投じられる43。 

 

 
                                                                                                                                                                   
 

νόμους παρείρων χθονὸς 
θεῶν τ’ ἔνορκον δίκαν 
ὑψίπολις· ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν  
ξύνεστι τόλμας χάριν. （367-371 行） 
〔国の掟を尊び、神の正義を誓って尊ぶところ/国は栄え（ὑψίπολις）、心おごるゆえに/
見苦しきを敢えて行なうところ/国は滅ぶ（ἄπολις）」柳沼重剛訳『ギリシア悲劇全集３ソ

ポクレース』岩波書店〕 
 
のように、ὑψίπολις の前で文が区切られず、ὑψίπολις と ἄπολις の間にコロン（·）が挿入されて

いる。これに対しハイデガーの講義録では ὑψίπολις の前で文が切られ、コロンが省略され、 
 

ὑψίπολις ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν  
ξύνεστι τόλμας χάριν. 
Hochüberragend die Stätte, verlustig der Stätte ist er,  
dem immer das Unseiende seiend  
der Wagnis zugunsten 
〔高く聳え立つ場、その場を失う者、 
彼にとってはつねに非存在者が存在している、 
冒険に与するゆえに〕 

 
という原文および訳文が提示されている。全集第 53 巻末の編者ヴァルター・ビーメルの注によれ

ば、ハイデガーはピアソンの校訂によるソフォクレスのテクスト Sophoclis fabulae, ed. Pearson, Oxford, 
1924 を用いていたというが、この版では該当箇所は「... δίκαν· ὑψίπολις· ἄπολις ὅτῳ...」と記され

ており、ὑψίπολις が「·」に挟まれていわば宙吊りにされている。ちなみにヘルダーリンの当該箇

所の訳は Hochstädtisch kommt, unstädtisch zu nichts er...であり、ハイデガーは明らかにこれを参考に

しているように思われる。ὑψίπολις と ἄπολις を繋げる読み方は、他にも、August Boeckh, Sophokles 
Antigone, Griechisch und Deutsch, Berlin, 1843 等が採用している。いずれにせよこの箇所は第 360 行の

「...παντοπόρος ἄπορος...」と響き合いながら、句読点を越えての《読み》を誘う箇所である。 
43 したがって、次のように言われる。「こうして炉の圏域から追放するという打撃は、ただ故郷の

ものを気づかせるための、故郷のものへの帰属性という冒険のための、契機となる衝撃に過ぎない

のである」（p. 143）。また、「アンティゴネー自身が、故郷ならざるありようにおいて故郷をえ

て住まうに到ることの詩《である》。アンティゴネーは最高の、また本来的なる、故郷ならざるあ

りようの詩《である》」（p. 151）。 
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結語 翻訳としてのアジール 
 

翻訳を論じるということは、冗漫さに冗漫さを重ねる作業であるにもかかわらず、古今

東西、多くの翻訳者がみずからの翻訳について語ってきた。それが何故かといえば、翻訳

行為とはつねに何らかの形で聖なるテクストと接触を持つ行為だからであろう。翻訳を論

じるということは、そうした聖なるテクストに触れたことのある翻訳者が自身の経験を語

るか、あるいはそれに触れようとする者がおのれの抱負を述べるということであり、それ

ゆえ多くの場合、翻訳者は自身の翻訳への 前 言
プレテクスト

ないし 後 書
ポストファス

、注解、解明においておの

れの立ち位置を露わにする。 

この観点から、ハイデガーとヘルダーリンにおいて翻訳者の形象
．．．．．．

がどのように思考され

ていたかを振り返りたい。ヘルダーリンは、例えばソポクレス翻訳の注解では、オイディ

プスのような翻訳者ないし解釈者（彼は解釈行為を通じて悲劇的運命を辿る）を明確に形

象化する。一方、ピンダロス断片においても、他の断片の読解からも、一貫して翻訳者の

構えのようなものが問題とされていることが理解されよう。アジール断片においては、テ

ミスという神格と、その息子とされる人間が翻訳者の形象となっている。テミスは天と地

を繋ぐ媒介者であり、翻訳の法であるが、救済者
ソ テ ル

の「娘」となることで自らも保存＝救済
ソ テ リ ア

の

機能を獲得し、安らいの場を産出する。この安らいの場が、こんどは翻訳装置となり、そ

こで翻訳者としての人間が、自己を保つことに成功する。こうしてアジールにおいては、

余所なるものに侵されずに「同じこと」が保存されるとともに、翻訳者の形象も救済され

る。 

これに対しハイデガーにおいては、少なくとも『イスター講義』では、翻訳者の立ち位

置もしくは構え（Haltung）が顕在化しにくくなっているように思われる―アンティゴネ

ーは翻訳者の形象の曖昧な残余とでも言うべきだろう。その理由としては、ある種の調和

的な形姿を伴った「構え」（パイデイアやBildungもしくはGestaltung）を経由せずにハイデ

ガーが「滞在という踏み止まり（滞在そのものの踏み止まり）」を考察しようとしているか

らと考えられる。この背景にはハイデガー自身の思考の展開における自由論の位置づけが

介在するのだが、これを確認するためにも30-40年代のヘルダーリン読解におけるHalt系語

彙の用例を改めて総覧せねばならない。また、より射程を広げて言えば、40年代のハイデ

ガーにおいては、Haltに関わる語彙のなかでも「記憶」に関わるもの（とりわけ記憶・保

持を意味するBehalten）の重要性が増すことを示唆しておきたい。『イスター講義』の翌年

の『パルメニデス講義』では、記憶と救済に関する考察が深化されるが、これも本発表で

検討した翻訳の保存＝救済
ソ テ リ ア

機能への考察を発展させたものと考えられる44。 

ここから、最後に「断片」を翻訳することの意味を考えておきたい。断片とは、ある全

体が破砕した、その破砕片である。そのような断片を翻訳する方法には二つの仕方が存在

する。ひとつは破砕する前の全体を再構成する方向で翻訳をおこなうこと。もうひとつは、

                                                        
44 特に第 7 節での、レーテー（忘却）の野における滞在と記憶と救済に関する考察が注目に値する。  
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断片を断片として保全する方向で翻訳すること。前者は解釈学や文献校訂者が行う翻訳と

みなすことができるが、問題は後者である。ヘルダーリンの場合、9篇の断片を翻訳するに

あたって、完全に孤立した断片を抜粋してきたわけではなく、むしろ、断片同士が互いに

参照しあって、より大きな統一を構成している。だがそれではヘルダーリンは9篇の断片を

断片として翻訳していないのだろうか。その反対である。本発表では翻訳部末尾の「安ら

いの場」という訳語に孕まれた緊張を確認したが、これは、翻訳されているテクストが断

片であるからこそ生じる緊張である。ところで、断片とは破砕片だと述べたが、破砕片と

は破壊の後に残った残骸である以上に、その縁辺もまた更なる破砕にさらされている切片

である。つまり、断片は壊れやすい（fragil）という本質をもっている。「安らいの場」は、

そうした脆い縁辺の上に生じる。そしてここに断片翻訳の意味が込められている。断片の

翻訳が断片の翻訳であるということを自己主張することができるのは、その縁辺において

である。アジール断片の翻訳は、この原則に忠実な稀有な例の一つである。 

ひるがえって、ハイデガーにとって断片の翻訳とは断片の上での踏み止まり（スコレー）

であり、こうした踏み止まりが、歴史的な瞬間を形作るものとされた。「真理の本質の変遷

に際して、歴史が休止する目立たない、稀な瞬間がある。この休止する瞬間、隠された安

らいの瞬間が、原初的に歴史的な瞬間である」（GA 54, p. 81）。歴史の休止は、断片におい

て、部分と全体の解釈学的循環をあふれ出る「関係のみなぎり（das Verhältnis waltet）」（GA 

12, p. 142）を生じさせ、自由な交通の場を提供する。ハイデガーがアジールに「場の神聖

性」を読み取ろうとしたのは、まさしくそこで救済が思考されていたからである。ハイデ

ガーが後年まで、滞在とは、居住とは、大地の救済であると繰り返し延べたのは、逆に言

えば、断片を翻訳するように、大地の断片を断片として救済する―僅かなものGeringと

呼ばれる―ことが考えられていたからである。 

「断片」は、偉大な
．．．

哲学者と偉大な
．．．

詩人との対話の最後の言葉でもなければ、哲学と詩

の共通のトポスでもなく、そのつど特異な翻訳者たちを集わせる―アジールを産んだテ

ミスは神々の集いを招集する呼び声を発するという―自由にして神聖なる何処にでもあ

る場の名前となるのではないだろうか。 

 

 

註 
ヘルダーリンからの引用は以下の略号を用いた 

StA ＝ Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, » Große Stuttgarter Ausgabe «, hrsg. von Friedrich 

Beißner und Adolf Beck, Stuttgart, 1943-1985. 

FHA ＝ Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, » Frankfurter Ausgabe «, hrsg. von Dietrich E. 

Sattler, Frankfurt am Main, 1975-2001. 

 

ハイデガーの著作は、全集は GA の略号を用いて、その後に巻数と頁数を記した。 

全集の著作タイトルは下記の通りである。 
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GA 4 ＝ Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung 

GA 8 ＝ Was heißt Denken ? 

GA 12 ＝ Unterwegs zur Sprache 

GA 34 ＝ Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet 

GA 36/37  ＝ Sein und Wahrheit 

GA 39 ＝ Hölderlins Hymnen » Germanien « und » Der Rhein « 

GA 52 ＝ Hölderlins Hymne » Andenken « 

GA 53 ＝ Hölderlins Hymne » Der Ister « 

GA 54 ＝ Parmenides 

GA 56/57  ＝ Zur Bestimmung der Philosophie 

GA 62 ＝ Phänomenologische Interpretation ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zur Ontologie und 

Logik 

GA 65 ＝ Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)  

GA 75 ＝ Zu Hölderlin. Griechenlandreisen 

 

Tatsuya NISHIYAMA 
Übersetzung als Asyl 

― Heideggers Kommentar zu Hölderlins Pindarfragment 
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資料 ピンダロス断片 ステファヌス版第２版（1560 年） 



詩作に対して思惟とはなんであるのか？（関口浩） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.4 2010  

 

 
 

27 

詩作に対して思惟とはなんであるのか？ 
 

関口 浩（早稲田大学） 

 

 

一 序 

 

ハイデガーがヘルダーリンの詩作に本格的に取り組んだのは、おそらく１９３０年代の

初頭であったろう。彼がこの詩人についての解釈をはじめて発表したのは、周知のように、

フライブルクでの１９３４年と３５年の冬学期講義「ヘルダーリンの讃歌『ゲルマーニエ

ン』と『ライン河』」においてであった。 

ヘルダーリンは、神々の不在を根本的に経験し、そして将来における聖なるものの到来

を予感し、それを詩作した詩人としてハイデガーの前に現れてくる。ヘルダーリンは、ま

さに自分の思惟すべきことを先んじてすでに詩作している、とハイデガーには感じられた

ようである。ハイデガーの〈思惟の道〉において、遅くとも１９３０年代初頭以後、ヘル

ダーリンは、彼の前方から到来して、その進路を導く者となったということができるので

はないか。じっさい、ハイデガーはその晩年にみずから次のように証言している。「自分

の哲学はヘルダーリンの詩作を可能にするもの以外のなにものでもない」1。 

ヘルダーリンの詩作と取り組むにしたがって、ハイデガーの思惟に詩作的性格が目立っ

てくる。思惟の術語にヘルダーリンの詩作に由来する語彙が数多く採用されるようになる。

Ereignis〔「ムネーモシュネー」〕、Geschick〔「ギリシア」〕のような主要な語が―これらの

語はすでに『存在と時間』において使用されてはいたが、しかしそこでのとはまったく異

なる意味で―ヘルダーリンの詩作から思惟の語として用いられるようになる。また、そ

の文体も、外見上、きわめて詩的に見えるものとなってくる。たとえば、全集第１３巻に

収録されている「ヴィンケ」（１９４１年）と「思惟の経験から」（１９４７年）、全集第８

１巻に収録されている「ゲダハテス」（１９４５‐４６年、１９７２‐７５年）などである。

これらの作品集には、行ごとのシラブル数がそろえられ、押韻された作品が数多く見られ

るのである。 

詩作も思惟も、同じようにことさらに言葉とかかわり、同じように〈存在〉に根ざして

いる。ヘルダーリンの詩作「パトモス」には次のように詠われている。 

 

このように〔（天空の）明澄さの〕まわりに 

時の峯々が連なって 

最愛の者たちは〔憔悴して〕近くに住む 

たがいにもっとも遠く隔てられた山々の上に（vgl. GA39, 52） 

                                                        
1 Carl Friedrich von Weizsäcker, „Erinnerungen an Martin Heidegger“, Neue Züricher Zeitung, 1977.（遠山郁代

訳「ハイデッガーの想い出」、『理想』、１９７８年７月号、９２頁） 
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ハイデガーはこの詩句の「最愛の者たち」を詩人と思惟者であると考える。詩人と思惟

者は、日常性をはるかに超越した高み、存在の明け開けとしての「明澄さ」の場所におい

て「近くに住む」。しかし、その同じ場所にありながら、詩人と思惟者は、「たがいにも

っとも遠く隔てられた山々の上に」住んでいるというのである。いったい、両者の隔たり

はどういう点にあるのだろうか。 

ハイデガーはヘルダーリンとの対話をつうじて、詩作に対して思惟とはなんであるのか、

なんであらねばならないのか、という問題に答えねばならなかったのではないか。だが、

ハイデガーはこの点について明確に答えてはいない。ビブリオグラフィーを見れば、たし

かに、この問題に触れたテクストがまったくないというわけではない。たとえば、「思惟

と詩作」と題された講義が１９４１年と４２年の冬学期に予定されたが、これは第１講が

行われたのみで中断されている。また、「思惟とは何であるか」と題された講義もあるが、

そこでもこの点について詳しく論じられているとは言えないのである。 

そこで、本発表ではこの問題を取り上げてみたい。詩作と思惟との関係について、試論

的に検討してみたいと思う。 

 

 

二 Bild の問題 
 

詩作に対して思惟とはなんであるのか、この問題を考えるにあたって、「ヴィンケ」と

「ゲダハテス」とにハイデガーが加えているコメントが手がかりとなる。一見詩作とも思

えるこれらの作品であるが、ハイデガーはそれらを思惟作品であるという。それというの

は、それらが bildlos 像なしであるから、というのである。Bild すなわち、像、あるいは形

象の有無が、詩作と思惟との相違のメルクマールとされているのである。 

これにしたがえば、詩作は bildlich すなわち、像あるいは形象をもちいた言語による作品

ということになるだろう。そのようにして、一般に詩作は象徴（Sinnbild）による表現であ

ると解される。たとえば、ヘルダーリンの詩作に書かれているライン河は、まず感性的な

ものであって、それがさらに非感性的なもの―内容あるいは意味―を象徴している、

というように考えられるだろう。 

象徴は、感性的なものと非感性的なものとの区別にもとづいて作られるが、この区別は

プラトンの思惟においてはじめて生じたものである。西洋におけるあらゆる芸術解釈はこ

のプラトンの思惟を基盤として成り立っていると言えるだろう。寓意、象徴、直喩、隠喩

などといった詩学における諸々の伝統的概念も、すべてこの区別にもとづいているのであ

る。 

ハイデガーのよく知られた論文に『世界像の時代』（１９３８年）があるが、この論文

が説くところの、近代において世界が像になるという場合の「像 Bild」もまた、プラトン

的思惟の軌道上にある。近代哲学においては、認識する主観の表象作用（Vor-stellen）にと

って、諸々の事物は対象（Gegen-stand）となり、そのような意味で感性的な像となる。世
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界が表象する主観に対する像となるということは、世界が計測可能なものとして、たとえ

ばＸ軸とＹ軸との上に、すなわちデカルト座標の上に表されるということである。そのさ

い、人間は、計算する理性として、尺度を用いて像となった世界を測定するのである。 

だが、ヘルダーリンの作品が bildlich なものであるといっても、もちろんこの詩人がその

ような近代的意味での「像」をもって詩作しているというのではない。そのような感性的

な像になんらかの非感性的な意味を付与しているのではない。ヘルダーリンは主観として

世界を表象しているわけではないのである。ヘルダーリンの詩作はそのような近代的な本

質をもたないばかりか、そもそも古代ギリシア以来の詩学的伝統にさえもはや属すことの

ないものである。このことこそがハイデガーの発見だった。ヘルダーリンはある友人に宛

てた書簡の一節で、こう述べている。「思うに、われわれはわれわれの時代に至るまでの詩

人たちを注釈しないだろう。総じて歌い方は別の性格をもつだろう」2。ヘルダーリンの詩

作には、その本質において、もはや古代以来の伝統に属する象徴のようなものはもちいら

れてはおらず、そのような意味での Bild はないと言うのである。 

さて、そうすると、詩作が bildlich であるといっても、ハイデガーはこの Bild という語

をプラトン的な区別における感性的なものとして用いているのではないということが明か

になったろう。これにしたがって、思惟が bildlos であるといっても、それはプラトン的な

区別における非感性的なものであるということ、すなわち抽象的なものであるとか、観念

的なものであるとか、精神的なものであるというのではないということも明かになったろ

う。 

では、あらためて、思惟が bildlos であるとはどういうことなのか。そもそも、Bild がそ

のような感性的なものではないとすると、それはどのようなものなのか。さらには、そも

そも詩作的な言うことと思惟的な言うことの間の差違は、原初的には、いかなる事態に由

来するのだろうか。 

 

 

三 詩人的に言うこと 
 

ハイデガーは、その晩年に書かれたあるテクストにおいて、詩人的に言うこと（das 

dichterische Sagen）と像との関わりについて、次のように述べている。 

「そのような〔詩人的に〕言うことは、Bilden〔形作る〕という根本動向を有している。

《Bilden》は古高ドイツ語の動詞《pilon》へとさかのぼる。pilon とは、突くこと（Stoßen）、

駆り立てること（hervortreiben）ということを意味する。Bilden とは、〈こちらへと‐前へ

と‐もたらすこと（her-vor-bringen）〉、すなわち、伏蔵されたもの、自己伏蔵から、不伏蔵

的なものへと、開けたものへともたらすことである。そのように理解された〈こちらへと

前へともたらされたもの〔制作されたもの〕〉、形作られたものが、Gebild〔形象〕である。

この形象が、輝き現れへと至り、そのことによって映現へと至るかぎり、この Gebild は、

                                                        
2 １８０２年秋のベーレンドルフ宛て書簡。Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd.6, Kohlhammer Stuttgart, 1954, 

S. 433. vgl. Heidegger, Zur Sache des Denkens, Niemeyer Tübingen, 1969, S.41. 
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ある光景（Anblick）を呈示する。この Gebild はそのようなものとして同時に根源的な Bild

〔像〕である」（GA13, 171）。 

伏蔵されたものから、不伏蔵的なものへと、こちらへと‐前へと‐もたらすこととは、

ポイエインとしてのテクネーの動向であるが、これによってもたらされるものが Gebild で

あり、それこそが根源的な Bild であるという。このような Bild が光景を呈示するのだが、

光景とは、「それにおいて何かあるものがそれ自体を呈示し、それ自体をそこに与える」

（GA54, 152）ようなものである。つまり、詩人的に言うことにおいて言われたものは、そ

のもの自体である、ということだ。 

「詩作的な言うことによって言われたことはいかなる内容をももたない。それは形象

（Gebild）なのである」（GA13, 172）。 

ヘルダーリンの詩作は、感性的な Bild を描写しつつ、象徴的に、何らかの非感性的な理

念のようなものを伝えているわけではない。そういう意味でなんらかの「内容」をもつわ

けではない。それでは、それはたんに自然を詩的に模写したにすぎないものなのか。もち

ろん、そのようなものではない。 

「詩人が大地のことを言い、故郷の耕地や谷や河のことに言及するとき、それらすべて

はあらゆる種類の詩的自然描写ともまったく異なるものである」（GA39, 106f.）。 

すると、詩人的に言うこととは、いったいどういうことなのか。河の詩作を例にとれば、

ヘルダーリンが詩作した河の流れは、それ自体と別のものを象徴的に表わすのではなく、

それ自体が詩人なのである、とハイデガーは説くのである。 

ヘルダーリンの詩作において、たとえば、詩人の眼前のドナウ河は「イスター（der Ister）」

と名付けられるが、イスターという語はローマ人がドナウ河の下流を指して名付けたもの

であり、さらに歴史を遡れば、この語はギリシア人たちが同じ所を名付けた語「イストロ

ス（Ἴστρος）」に由来する（GA53, 10）。ドナウ河は、すなわち下流のギリシア、ローマと

の関連において名付けられ、そうした関連へともたらされているのである。 

河の流れることと詩人が詩作することとは同じことであり、同じ一つのものに属してい

る。この場合、同じ一つのものとは大地において人間たちを居住可能にするということで

ある。河が流れることは、麦畑と葡萄園とを耕作可能にし、パンと葡萄酒との生産を可能

にする。また、ギリシアとの通路を開くことによって、原初的なものの回想を可能とする。

そのようにして、人間が大地において祝祭的に居住することを可能にするのである。 

詩人もまた、人間たちを居住可能にする。詩作の本質はそれが讃歌であることにある。

讃歌とはなにか。「讃歌（Hymne）という名称は、ギリシア語のヒュムノス（ὕμνος）をド

イツ語にしたものであり、それは歌、歌曲を意味し、とりわけ、神々を讃え、英雄を褒め

る歌をいう。あるいはまた、競技の勝利者を称賛する歌をいう。ヒュムネイン（ὑμνεῖν）

とは、歌う、讃える、褒める、祝う、浄めるであり、そのようにして祝祭を挙行すること

なのである」（GA53, 1）。詩人は、大地を神々のために育てられたものとして叙述し、そ

のようにして大地の本質を解き明かし、さらには讃歌において神々へと呼びかけ、祝祭的

なものを実現することによって、大地のおける人間たちの居住を可能にするのである。そ

のようにして、「この河は詩人である」（GA53, 204）ということができるのである。 
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だがしかし、そうすると、そのような河や大地は、詩人によって詩作されたものであっ

て、詩作のなかのものであって、現実の河や大地とは別のものではないか、と問われるか

もしれない。現実にあるドナウ河をみて、そこに一つの象徴的意味を見出したのではない

か。たしかに、かりにそういうことが可能だとして、詩作が開く言語空間の圏外から大地

をみれば、そういうことになるだろう。しかし、人間が居住することにとって、大地を耕

作することと讃歌を歌いつつ挙行する祝祭とが、現存在そのものである言語空間において、

一つの全体をなすということを認めるならば、「この河は詩人である」ということを、象

徴としてではなく、すなわち別のことを表わすものではなく、そのものを示すものとして

受け止めることが出来るにちがいない。 

主観の表象に対して立っている単に測定されうるものとしての対象ではなく、表象に先

立っていわば〈横たわっているもの〉は、相互に属し合っているのである。たとえば、ゴ

ッホの描いた一足の靴においては農婦の世界が感得され、さらには全体としての存在者の

あり方が、大地と天空、人間たちと神々との相互に属し合う関係、すなわちゲフィーアト

（Geviert）として会得されるように、詩作の形象において言葉へともたらされるのは、そ

うした共属性なのである。ハイデガーは言う。「詩の形象（Gebild）において言葉へともた

らされるのはゲフィーアトである」（GA13, 178）。 

 

 

四 思惟者的に言うこと 
 

詩人的に言うことは、このように Bild によってそのもの自体を呈示する。これに対して、

思惟者的に言うことは bildlos 像なしに語るという。「ヴィンケ」や「ゲダハテス」のよう

な極めて詩的に見える作品が、ことさらに思惟の言葉によると言われねばならないのはな

ぜなのか。たとえば、ハイデガーのテクストに次のような言葉がある。 

 

暁天の光が音も無く山並の上に拡がる時… 

 

世界の蝕は、如何に濃くなるとも、妙有の光には決して届かない。 

 

吾等は、神神に会ふには餘りにも晩く、妙有に見えるには餘りにも早く、来過ぎた。

されど、人はもと妙有の創始せる一片の詩である。（辻村公一訳） 

 

これは「思惟の経験より」の一節であるが、このような文章がプラトン主義的な象徴表

現ではなく、さらに詩人的な言でもなく、bildlos に語る思惟の言葉であるというのは、い

ったいいかなる意味でそうなのか。 

ハイデガーによるこのような「詩的」作品は、ヘルダーリンの詩作に影響され、それを

手本として書かれたものなのだろうか。おそらくそうではないのだろう。ハイデガーがこ

うした文体を試みたとき、彼が学んだのは古代ギリシアにおける原初的思惟者の言葉だっ
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たろう。ディオゲネス・ラエルティオスの伝えるところによれば、タレスなどいわゆる七

賢人はいずれも詩作を試みたという。彼らの思惟の表現は、箴言（ἀπόϕϑεγμα）として、

しばしば「ラコニア風の寸言法」（Platon, Protagoras, 343A）といわれる「詩的」文体によっ

た。また、ソクラテス以前の哲学者の多くもさまざまな「詩的」文体を用いている。ハイ

デガーはそれらを参照したのであろう。 

そこで、ここでは詩作に対して思惟の言葉がいかなるものであるかを検討するにあたり、

まずはハイデガーの思惟作品よりも、古代ギリシアの思惟者たちの言葉を見てゆきたいと

思う。 

古代ギリシアの原初的な思惟が、その「詩的」文体において、どういうことを言おうと

していたのか、ハイデガーの解釈をみてみよう。ハイデガーは古代ギリシアにおける原初

的な思惟者として、アナクシマンドロス、ヘラクレイトス、パルメニデスの三人を取り上

げて、それぞれについて論じているが、ここではアナクシマンドロスに注目したい。 

この思惟者によるものとして次のような箴言が伝えられている。 

「しかし諸々の事物にとって、それらの生成がそれから生じるところのもの、そのもの

へとそれらの消滅もまた、必然にしたがって生じる。すなわち、それらは時の指図にした

がって、みずからの不正のために罰と償いとを互いに与え合う」（vgl. GA5, 329）。 

ハイデガーは論文『アナクシマンドロスの箴言』のなかでこれについて次のように述べ

ている。 

「現前するものは、それぞれがそれぞれに向かってそれなりの暫時の間（Weile）のなか

で、別のものと暫時の間だけともに現前することによって、現前という一なるものにおい

て相互に属し合っている」（GA5, 353）。 

つまり、諸々の事物は、根源から生じたものとして、生成と消滅との間の限られた時間

にのみ、現前することができるにすぎない。この暫時の間という時の制限に従うかぎり、

それら現前するものは、正しいものでありうる。が、しかし、そこにこの制限を逸脱する

ものが現れてくるのである。 

「到来したものは、そのうえ、みずからの暫時の間に固執し、ひたすらこのことによっ

て、恒常的なもの（das Beständige）という意味でいっそう現前的にとどまろうとする。そ

のつど暫時の間のものが、みずからの現前にあくまで固持する。その都度暫時の間のもの

は、このようにして、みずからの移行的な暫時の間から自分自身を退去させる。それは我

意をあくまで固持してふんぞりかえる。それはもはや他の現前するものを顧慮しない。そ

れは、あたかもこれこそ暫時の間の逗留を続けることだと言わんばかりに、引き続きの存

続の恒常性をかたくなに主張する」（GA5, 355）。 

箴言のいうところの「不正」、アディキア（ἀδικία）、〈節理ならざるもの〉とは、このよ

うに、現前するものが、暫時の間の節理において生じながら、この節理から逸脱して、恒

常的現前性に固執することであり、そのようにして、それらがそこからして現前してきた

ところの根源から離脱して、それから自分自身を閉ざしてしまおうとすることである。 

ここで現前する諸々の事物としてまず第一に考えられているのは人間のことである。ア

ナクシマンドロスの箴言は、恒常的な現前への人間の欲望を不正であるとして、そうでは
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なく、ト・アペイロン（τὸ ἄπειρον）、すなわち根源としての無限定者へと開かれてあるべ

きだと説いているのである。このことは、その本質においては、彼に先立つタレスの説く

ところと同じであると言えよう。さらにいえば、七賢人たちの箴言が教えるところとも同

じであると言えるのではないか。 

七賢人について次のような逸話が伝えられている。あるとき、賢人たちがみずからの知

恵の後ろ盾となっているアポロンに感謝すべく、うちそろってデルポイに詣でたという。

そのおり、これらの賢人が供物として神殿に奉納した箴言として次の三つが伝えられてい

る。 

まず、タレスの言葉として「汝自身を知れ（γνῶϑι σαυτόν）」。ソロンの言葉として、

「度をこすな（μηδὲν ἄγαν）」。そして、キロンの言葉として「保証はやがて身の破滅（ἐγγύα 

πάρα δ’ἄτη）」である。 

これらは、要するに、人間がその有限性のゆえに根源に達しうるという、みずからの固

有性を忘れて、不死に憧れることを戒めている。つまり、恒常的現前性への欲望を戒めて、

アナクシマンドロスの言葉でいえば、アルケーとしてのト・アペイロンであるところの根

源に対して開かれてあることが人間の固有性であることを思い出させているのである。 

「保証はやがて身の破滅」ということも、暫時の間の現前者である人間が、将来にわた

って恒常的に現前しうる者であるかのように何かを「保証」しても、それはきっと果たせ

ぬ約束となり、破滅を招きかねない。そのようなことも、一種の身の程知らず、自己の固

有性を忘却することになる、と戒めているのである。 

七賢人によって奉納されたこれらの言葉は、その後アポロン神殿の入口の左右に刻まれ

たという。それは、あたかもアポロン自身が語る言葉のように見えたという。古代ギリシ

アの原初的な思惟者たちの言葉は、じっさい、神々の語りかけを代弁するものではなかっ

たか。 

こうした原初的な思惟者の言葉が神々の要求を代弁するものだと考えるに足る証拠は

数多くある。 

パルメニデスは自らの思惟を、彼自身による一人称ではなく、女神に語らせている。 

アポロンの姉妹アルテミスの神殿で、エペソスの市民たちを叱責したヘラクレイトスの

言葉もやはり同様のものであった。「暗い人」とあだ名される彼の言葉は、「あらわに語

るのでもなく、また隠すのでもなく、ただしるしを示す」（断片９３）というアポロンの

神託における語りを模倣して、この神の呼びかけを代弁するものだったろう。 

ヘルダーリンが悲劇の素材にしたエンペドクレスは、作品『浄め』の冒頭で、「私はも

う死すべき者ではなく、不死なる神であって、お前たちすべての間を行き来する」（断片

１１２）とさえ言っている。 

周知のように、『弁明』においてソクラテスもまた自身がアポロンの代弁者であること

を明言している。 

「…だからそのために私は今でもなお神の命令により、歩き回って、この国の人々のう

ちにせよ、他国の人々のうちにせよ、誰か知者だと思う人があれば、その人を捜して調べ

ているのである。そして私に知者でないと思われるときには、神の手伝いをしながら、そ
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のことを示してやるのである。この仕事のために、私には国のことにせよ、家のことにせ

よ、何一つ語るに足るほどのことは、する暇がなくなってしまって、神への務めのために

ひどい貧乏暮らしをしているのである」（『弁明』23b）。 

ソクラテスのあまりにも有名な言葉「無知を知るべし」も、当然、アポロンの呼びかけ

を代弁したものと見なすことが出来よう。 

これらの思惟者の言葉は、神々や英雄のあり方を叙述してそれを讃える詩作とは異なり、

形象なしに、二人称としての人間に対して呼びかけている。思惟者は神の代弁者として、

それもとりわけアポロンの代弁者として、根源としての無限定者、すなわち無化する無へ

とまなざしを向け、それに対して開かれてあるように要求しているのである。 

そもそも、ギリシア的な神々と思惟者とは、その存在において近い関係にある。ギリシ

ア人にとって神々は、テオス（ϑεός）として、見るもの、テアオーン（ϑεάων）、すなわち

観照するものであるが、思惟者もまた理論家（Theoretiker）として観照する者である。理

論家としての思惟者は、テオーレイン（ϑεωρεῖν）する者として、神々の本質を分かち持つ。

ポリスに属する者たちのなかで、思惟者だけが神の代弁者たる資格をもちうる根拠は、こ

の点に存するのである。 

詩人は観照する者ではなく、神々へと呼びかけ、讃歌を歌う者である。これに対して、

思惟者は、理論家として存在者を超えて観照し、神々のように、神々の代弁者として人間

たちへと語りかけるのである。 

 

 

五 結論 
 

ハイデガーは、ヘルダーリンの言葉にしたがって、詩人と思惟者とは最も遠く隔てられ

ているという。同じ〈存在〉に根ざしながら、詩作に対して思惟はどのように相違したも

のなのか。その相違を、最初の原初、すなわち古代ギリシアでの思惟者のあり方を参照し

て、人間と神々との間という、ゲフィーアトの次元における隔たりとして考えてみた。 

以上に述べたことを三点にまとめておきたい。 

１．詩人は、故郷の光景を、Bild をもって叙述しつつ、大地を神々のために育て、神々

を讃え、祝祭を実現する。詩人は、「時の峯々」にあって、さらにその上の、天上の神々

を見上げる姿勢をとっている。 

２．古代ギリシアの原初的な思惟者たちは bildlos に、形象なしに語る。それは、彼らが、

同じく「時の峯々」にありながら、神の代弁者として、下界にむかって、すなわち二人称

の人間たちにむけて彼らの現存在に対して命令的に語りかけるからである。その言葉は、

原初的には、箴言という文体によった。 

３．ハイデガーの「思惟の経験より」や「ゲダハテス」、「ヴィンケ」のような「詩的」

文体によるテクストは、ヘルダーリン等の詩作の言葉を多く転用しているとはいえ、本質

的には詩的なものではなく、むしろ古代ギリシアの箴言、アポプテグマに近いものである。

ハイデガーは、ヘルダーリンの詩作が指し示した将来を準備すべく、哲学の終わりの時代
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にあって、別なる思惟の可能性を追求するという大きな課題の一環として、一つの試みと

して、現代的なアポプテグマを作成したのであろう。 

 

Hiroshi SEKIGUCHI 
Was ist Denken gegen Dichten? 
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哲学にとっての母語の問題 
―ハイデガーのヘルダリン解釈をめぐる政治哲学的考察― 

 

 

仲正 昌樹（金沢大学） 

 

ハイデガーのヘルダリン解釈は、中期以降のハイデガー哲学を理解するための重要なカ

ギであると同時に、［哲学‐詩（芸術）‐政治］の三者関係について一般的に考察するうえ

での重要なヒントを提供してくれる。それだけに、ハイデガー哲学の“（非）政治性”をめ

ぐる政治的な対決の焦点にもなりやすい。この報告では、ハイデガーが存在論的に特権的

な地位を与えていると思われるヘルダリンの詩作品が、ハイデガーにとっての母語である

ドイツ語によって表現されていることに焦点を当てながら、「哲学者にとっての母語」をめ

ぐる問題について考察していく。ヘルダリン解釈に見られる、母語の世界に沈潜するかの

ような身振りを、最初から危険視するのではなく、そこにどのような理論的あるいはメタ

倫理的な問題が含まれているのか、アドルノ、デリダ、ラクー＝ラバルト、クラークなど

の議論を視野に入れながら、可能な限りニュートラルに―つまり、ハイデガーの現実的

なナチス関与とはできるだけ切り離す形で―分析し、問題提起することを試みたい。 

 

 

① ハイデガーにとっての［言語‐母語‐詩的言語］ 
 

ハイデガー哲学における「言語」の位置付け、彼の「言語」に対するアプローチの仕方

は時期ごとにかなり変化している。ただ、概括すれば、言語を、（客観的かつ、個々独立に

存在する）諸事物を一義的に表示・表象する記号の体系と見る分析哲学的な言語観、ある

いは、言語を意志疎通の手段と見るコミュニケーション論的言語観とは明らかに一線を画

しており、『存在と時間』以降、「言語」を存在論と結び付けて把握しようとし続けたと言

うことはできるだろう。『存在と時間』自体では、主に「語り Rede」の問題が論じられ、「言

語 Sprache」それ自体については明示的な議論は展開されていないが、三〇年代に入った頃

から、諸事物を「取り集め legein」て、顕わにする「ロゴス logos」の働きに引きつける形

で、「言語」と「存在」の関係が論じられるようになる1。 

最初のヘルダリン講義（一九三四／三五年冬学期）が行われた次の学期（一九三五年夏

学期）に講義の形で公表され、戦後刊行されることになる『形而上学入門』（一九五三）で

は、パルメニデスなどに依拠しながら、恒常的な「取り集め」を通して、「存在」を開示す

る「ロゴス」の働きを、「言語」の本質として捉えることが試みられている。「言語」は、

諸事物を“あるがまま”に機械的に表象しているわけではなく、それらを「取り集め」て

                                                        
1 この変遷については、荒畑清宏『世界内存在の解釈学』春風社、二〇〇九年、特に第五章、及び

第七章を参照。 
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相互に関連付け、「存在」の開けへと至る道筋を規定する。「言語」は、諸事物を名付けて、

その名の下に（その言語を使用する）“我々”の前に「現われ」させ、存在者としてのステ

ータスを付与する。そうした意味で、「言語」とは、「存在が語になること Wortwerden des 

Seins」（GA40, 180）2である。 

ハイデガーは、このように〈legein〉という面から捉え直した「言語」を、「詩（作）Dichtung」

及び「思索 Denken」と密接に絡める形で論じている。「語」によって「存在」を開示する

「言語」は、「詩」でもある。この場合の「詩」とは、当然、単に韻文形式の文学作品とい

うことではなく、ギリシア語の〈poiesis〉がそうであるように、「生み出すこと」一般を含

意している3。ハイデガーにとって、「存在」を開示する「言語」は、その表象作用におい

て固定化しているわけではなく、諸事物の新たな「現われ」を可能にするという意味で常

に創造的である。その創造性が端的に発揮されるのが、いわゆる「詩作品 das Gedicht」に

おいてである。個別の詩作活動の根源ともいうべき「原・詩作 Ur-Dichtung」によって、一

つの民族（Volk）の言語の原型が生み出され、そこからその民族の「存在」が開示されて

くる。「言語は原・詩作である。この原・詩作において、一つの民族が存在を詩作する。そ

の逆に、一つの民族は偉大な詩によって歴史に参入するが、その偉大な詩が、その民族の

言語の形成を開始する。ギリシア人は、ホメロスによって、この詩を創造し、経験した。

言語は彼らの現存在にとって、存在への出発として明らかになった。つまり、存在するも

のの開示的な形成として明らかになったのである」（GA40, 180）。 

このように［原・詩作→言語］を通して開示される、民族にとっての「存在」は、その

民族に属する人々の思考、事物の表象の仕方を規定するようになる。思考は「存在」に内

的に帰属しているのである（GA40, 127）。パルメニデスやヘラクレイトスなどの、ソクラ

テス以前の哲学者たちは、そうした「詩作」と「思考」の相関関係を理解し、自らの「詩

作」を通して「存在」を開示しながら同時に、その存在の中で、「存在」の意味について「思

索 denken」すること、つまり「詩作的思索 dichtendes Denken」（GA40, 153）に従事してい

た。彼らの書き残した断片は、そうした詩作的思索の痕跡を示している。 

プラトン・アリストテレス以降の形而上学においては、「思考」は「存在」から分離さ

れ、思考の形式的法則や言語の規則を規定するものとしての「論理学」によって規定され

るものとして「知性主義」的に捉えられるようになり（GA40, 130）、「存在」それ自体、そ

してそれを開示する「（原・）詩作」との根源的な繋がりが見失われていった。 

ハイデガーは、ヘルダリン講義を通して、「思索」と「存在」、そして「詩作」の関係を、

もう一度問い直すことを試みたと言える。ハイデガーにとってヘルダリンは、［詩作‐存在

‐思索］の根源的な繋がりについて問い直し、そうした存在論的次元で思索するよう、そ

の「詩作」を通じて呼びかける詩人である。「そもそも自らの詩作を思索的
．．．

（denkerisch）に

                                                        
2 Martin Heidegger, Martin Heideg ger Gesamtausgabe (GA) Bd.40, Vittorio Klostermann, S.180. 以下は、同全集

からの引用に際しては、本文中の（）内で GA と略記し、巻数と頁数をアラビア数字で記すことに

する。訳に際しては、創文社より刊行されている『ハイデッガー全集』の当該の巻を適宜参照した。  
3 「技術への問い」（一九五三）では、「ポイエーシス」を〈Hervorbringen 前へもたらす＝生み出

すこと〉として捉え、「アレテイア」や「存在の開け」と密接に関連付けて論じている。Cf. GA7, 12ff.
（関口浩訳『技術への問い』平凡社、二〇〇九年、一七頁以下） 
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獲得することを要求する詩人があるとすれば、それはヘルダリンである。〔…〕彼の詩作に

詩作的に向き合うことは、彼の詩作において闘い取られた存在の開示
．．．．．

（Offenbarung des Seyns）

と思索的
．．．

に対決することを通してのみ可能となるのである」（GA39, 5-6）。 

ヘルダリンに本格的に取り組むようになった時期のハイデガーは、ホメロスのような偉

大な詩人の「詩作」を契機として、「民族」の「言語」の原型が生み出され、それに伴って、

その「民族」にとっての「存在」が開示される瞬間、言い換えれば、詩的言語の存在開示

的な働きが顕わになる瞬間に焦点を当てながら、［詩作‐言語‐存在］の関係を問い直すこ

とを試みていた。ヘルダリンの詩作品を解明することは、（ドイツ民族にとっての）そうし

た瞬間を探求することを意味していた。 

しかしそうした原初的な瞬間に焦点を当てている一方で、「詩作」という次元があまり

際立たない、我々（＝世人（das Man））が普段使用している日常的な言語と「存在」の関

わりについて、この時期のハイデガーはあまり立ち入った議論をしていない。民族（Volk）

の原・言語について語りながら、その原・言語が一般の民衆（Volk）の生活にどのように

関わり、言語生活を規定しているかについては明示的には語っていない。日常的な「母語」

の問題は論じていないのである。 

ハイデガーが、人々が慣れ親しんでいる、彼らの日常感覚に密着している「母語」と「詩

作」との関係をテーマ化するようになるのは、五〇年代後半以降、主としてヘーベル論に

おいてである。自らとほぼ同郷人である―そして、ヘルダリンともほぼ同郷人で、かつ

ほぼ同時代人である―ヘーベルをアレマン方言によって、アレマン人にとっての「故郷」

を詩作した、故郷詩人として位置付ける文脈で、以下のような記述が見られる。 

「人間が何時語ろうと、またいかに語ろうと、彼が語るのは、前もって既に言語に聞き

入ることによってです。その際に、言語を聞き逃すことも、一種の聞くことです。人間は、

彼の本質が帰属する＝語り向けられている言語から、語っているのです（Der Mensch spricht 

aus jener Sprache heraus, der sein Wesen zugesprochen ist）。我々はこの言語を、母語（Mutter- 

sprache）と呼びます。／歴史的に育ってきた言語―そうした言語が母語であるというこ

と―に鑑みて、私たちはこう言っていいでしょう。本来
．．

、言語が語るのであって
．．．．．．．．．．

、人間
．．

ではない
．．．．

。人間は
．．．

、その都度言語に対応して
．．．．．．．．．．．

＝語る
．．

（ent-spricht）限りにおいて
．．．．．．

、初めて語
．．．．

るのである
．．．．．

、と」（『へーベル―家の友』（一九五七）：GA13, 148）。 

「言語は、しかしながら依然として、諸民族や諸部族が歴運的にその内に生み入れられ、

その内で育ち、居住する、その都度の言語である。同様に、故郷なるものもこの地上には

ない。故郷はその都度のこの大地であり、それ自体として運命である。言語は、その統べ

ること（Walten）、及び本質＝現成（Wesen）から言えば、その都度、ある故郷の言語、郷

土的に目覚め、両親の家という住処（Zuhause）で語る言語である。言語は母語としての言

語である」（『言語と故郷』（一九六〇）：GA13, 156）。 

このように、人々が日常的に慣れ親しみ、「故郷」を現前せしめている「方言」に焦点

を当て、その方言の本質を、その独特のメロディーに即して「詩作」するものとして「詩

人」を位置付けるのであれば、それほど突飛な議論であるとは見えない。常識的な詩学の

範囲に収まるように思われる。しかしヘルダリン講義でハイデガーは、日常性から断絶し
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たところで、「存在」がヘルダリンという「詩人」によって「詩作」される原初的な場面を

設定し、それによって「民族」の生がアプリオリに規定されるかのような語り方をしてい

る。これから見ていくように、そのことによってハイデガー哲学は、大きな政治哲学的緊

張を抱え込むことになる。 

 

 

② ハイデガーのヘルダリン解釈と民族の原詩作 
 

ハイデガーのヘルダリンに対する関わり方は極めて特異である。哲学者が自らの哲学的

な思考を例証するため、あるいは哲学的な分析の対象として、文学作品を扱うことは珍し

いことではない。ヘルダリンの同時代人で相互影響関係にあったドイツ・ロマン派の哲学

者たちは、文芸的な「批評」を哲学上の反省理論と結び付けて体系化することを試みてい

る。しかしハイデガーは、最初のヘルダリン講義『ヘルダリンの賛歌：「ゲルマーニエン」

と「ライン」』の冒頭で、自分がこれからやろうとしていることが、哲学の既成概念を文学

作品に当てはめて分析していく、哲学的な文学作品解釈ではないと断わっている。詩人の

伝記についての知識の集積や、詩の中の個々の語句の解釈から、詩人の世界観を再構成す

る試みでもないとしている。ヘルダリンの詩作を、娯楽のために利用する物のように扱う

のではなく、自ら詩作の威力圏の内に参入しなければならない、という。 

「しかし―一つの詩（ein Gedicht）を知るということは、たとえそれが最も背後の細

部に至るまでなされようと、それはまだ詩作の威力圏
．．．．．．

（Machtbereich）の中に立つ
．．．．．

ことを意味

しない。つまり、我々は単に手前にある読み物としての詩を克服しなければならない。詩

は変容し、詩作として開示されねばねらない」（GA39, 19）。詩作の威力圏に参入するとい

うことは、日常性に絡め取られている我々の「現存在」からいったん離れるということで

もある。ハイデガーは、日常性を離れて、ヘルダリンが（存在を）「詩作」した根源的瞬間

に立ち会うように呼びかける。「詩人自身が闘い
．．

を通して詩作の主かつ僕になるように、も

っぱらそのようにすることによってのみ我々も手前にある詩を超えて詩作の空間に到達す

ることができるのである。詩の中での詩作をめぐる闘いは、我々自身に対する闘いである。

我々が現存在の日常性の中にあって、詩作から放逐されている〔…〕限りでは」（GA39, 22）。

こうしたハイデガーの呼びかけは、見方によっては、超越的な体験のためのイニシエーシ

ョンの呼びかけのようにも見える。 

ハイデガーがヘルダリンの詩に対してこのような―宗教的敬虔さとも思えるような

―態度を取るのは、ギリシア人にとってのホメロスがそうであったように、ヘルダリン

がドイツ民族にとっての詩人、民族にとっての「存在」を開示した「詩人」だからである。

ヘルダリンは、神々から送られてくる「合図 Wink」を受け取り、それを「（存在の）詩作」

という形で「民族」に対して開示したのである。 

「詩作とは、これらの合図を民族の内へと更に合図することなのである。あるいはこれ

を民族の側から見れば、詩作とは、民族の現存在をこの合図の領域の中へ置き入れること、

つまり、どのような指示（Weisung）において神々が開示されたものとなるかを、何か意図
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されたもの、観察し得るものとしてではなく、合図という形で示すこと、指示することで

ある」（GA39, 32）。 

このように、ヘルダリンの「詩作」を通して「合図」が民族に対して開示される回路が

確立されたことで、ドイツ民族の歴史的な「現存在」は根拠付けられる。そして、この「原

詩作」によって民族の言語も、「存在」との繋がりで永続性を獲得する。ハイデガーはヘル

ダリンの詩『追想 Andeken』の最終行の「しかし、留まるものを樹立するのは、詩人たち

である Was bleibet, aber stiften die Dichter.」を引きながら、詩人ヘルダリンが「存在を樹立

する」、という存在論的に特権的な役割を果たしたことを示唆している。 

「詩作とは留まるものの樹立（Stiftung）であり、留まるものを表現するための基礎付け

である。詩人とは存在を基礎付ける者（Begründer des Seyns）である。〔…〕神々の合図が

詩人によって、いわば民族の言語の土台壁の中に埋め込まれること―恐らく、民族は最

初それに気付かないだろうが―によって、民族の歴史的現存在の内に存在が樹立され、

この存在の中に指示（Weisung）と指針（Angewiesenheit）が入れられ、取っておかれるので

ある」（GA39, 33）。 

しかし、詩人が詩作を通して、「民族にとっての存在を樹立する」とは、そもそもどう

いうことか？ 常識的に考えれば、その民族の歴史や文化、慣習、言語的特性等を踏まえ

て、民族のメンタリティに合った詩の原型を作るというようなことが思い浮かびそうだが、

ヘルダリン自身がそうした民族の歴史的所与性を探求しながら詩作したというような話は

知られていないし、ハイデガーはヘルダリンを歴史的文脈の中に位置付けたうえで評価す

ることを一貫して拒絶している。彼は、他のいかなる詩人とも比較することのできない、

ヘルダリンの「単独性」4を強調する。ヘルダリンは、単に民族の歴史的現存在を表象した

詩人ではなく、ドイツ語で書く他のいかなる詩人も超えることのできない「詩人の詩人」

なのである。 

「こうした詩人の詩人としてのヘルダリンは唯一的な歴史的位置と使命を持っている。

我々はこの位置と使命を、彼はドイツ人の詩人である、という言い方によって把握する。

しかしクロップシュトックとヘルダー、ゲーテとシラー、ノヴァーリスとクライスト、ア

イヒェンドルフとメーリケ、シュテファン・ゲオルゲとリルケ、彼らもまたドイツ人の詩

人ではないか、彼らもまたドイツ人に属するのではないか。だが我々は、そういうつもり

で言っているわけではない。〔…〕ヘルダリンは優れた意味におけるドイツの存在の詩人、

ドイツ人の存在の樹立者である。何故なら、彼がドイツの存在を最も遠く企投した、つま

り最も遥かな未来へと超え出ていくように先投したからだ。この未来の広がりを開くこと

ができたのは、彼がその鍵を神々の退避と肉薄という最も深い困窮の経験から取って来た

からだ」（GA39, 220）。 

ハイデガーにとってヘルダリンは、「ドイツの存在 das deutsche Seyn」を最も遠くまで「企

投」した詩人であり、それゆえに、ドイツ語で書く他の詩人たちはヘルダリンの「詩作」

                                                        
4 ティモシー・クラークは、ハイデガーがヘルダリンの詩を、歴史的文脈を超えるものとして「単

独化 singularize」していると指摘している。Vgl. Timothy Clark, The Poetics of  Singularity, Edinburgh 
University Press, 2005, S.32-60. 
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の外部に出ることはできない。ヘルダリンはドイツの詩人たちの詩的表象の限界を予め確

定した、「詩人の詩人」なのである。だから、どの詩人もドイツ語で詩作する限り、ヘルダ

リンを超えることはできないのである。 

このようにハイデガーはヘルダリンの「詩作」を、「ドイツの存在」の原点に位置付け

ているわけであるが、どうしてそう言えるのかについて実証的な説明は与えていない。現

実的に考えれば、ヘルダリンがその後のドイツの文学者に対して直接的に与えた影響は決

して大きくない。ヘルダリンを自らのモデルにした詩人や作家はごく少数である。それな

のに、どうしてヘルダリンがドイツの詩人たちの詩作の限界線を確定したと言えるのか？ 

そもそも、ヘルダリンがその詩作を通して、「ドイツの存在」を最も遠くまで「企投」した

と言える具体的な根拠はあるのか？ そして、ヘルダリンが「合図」を受け取ったという

「神々」5とは一体誰なのか？ 

ホメロスがギリシア人にとっての存在を詩作した、という『形而上学入門』の議論であ

れば、ある程度、“現実的”に納得することができる。ホメロスの叙事詩とされる『イリ

アス』と『オデュッセイ』が、その後のギリシア語による詩作のモデルになったこと、こ

れらの作品で表象された神々と人間たちの関係が、その後のギリシア人の考え方、世界観

をある程度規定するようになったということは、一応―実証面での曖昧さは残るものの

―歴史的事実と言ってもいいだろう。 

それに対して、ヘルダリンが「詩作」した一八世紀末から一九世紀初頭にかけては、ド

イツ語自体、そしてドイツ語文学も既にかなり様式化が進んでおり、それがヘルダリンの

詩の文体によって影響を受けたであろう可能性はそれほど高いとは思われない。ヘルダリ

ンが実際に詩作した一九世紀初頭には依然として分裂状態にあり、一八七一年に至ってよ

うやく統一国家を形成するに至った「ドイツ」の“政治”的な状況を念頭においての議論

かもしれないが、そうした政治情勢にヘルダリンの詩作が影響を与えたとは、尚更考えに

くい。しかも、近代化が進むにつれて、「神々からの合図」が人々の生活にとって大きな意

味を持つとは考えにくくなりつつある。たとえヘルダリンが「神々からの合図」と言うべ

き何かを実際に受け取っていたとしても、それがヘルダリンの「詩作」を介して、ドイツ

語を話す人々に受け止められ、彼らの生、あるいは彼らの自己理解に影響を与えるのでな

ければ、「ドイツの存在」を「樹立」した、あるいは「企投」したとは言えないだろう。 

こうした、我々が知りたいと思う現実的な影響あるいはその広がっていく可能性につい

て、ハイデガーは具体的な説明をほとんど与えていない。そのため彼が、ヘルダリンを“近

                                                        
5 ギュンター・フィガールは、ハイデガーがヘルダリン講義の文脈でしばしば使う「神々Götter」あ

るいは「神 Gott」という表現が問題含みであることを認めながらも、それらは、文字通りの意味で

取るべきではなく、「私たち」にとっての既在（Gewesenheit）と将来（Zukunft）を示す符丁（Ziffer）
である、という理解を示している。その場合の「神々の既在性」というのは、「神々」が歴史的に

特定可能な時代に実在していたということでもなく、人がそう信じているということでもなく、

「神々の既在性」が、「私たち」の自己理解に本質的な契機として含まれているという事態を指し

ている、という。つまり、「私たち」は、「（逃げ去りつつある）神々」との関係抜きに、（自己自身

のみを根拠として）「自己」を理解することはできない、ということである。Vgl. Günter Figal, Martin 
Heidegger zur Einführung, Junius, 2007, S.133ff.（伊藤徹訳『ハイデガー入門』世界思想社、二〇〇三年、

一五三頁以下） 
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代ドイツにとってのホメロス”に仕立てたうえで、ドイツを第二のギリシア（＝ヨーロッ

パ文明の第二の発祥地）として、強引に持ち上げているのではないか、という印象は否め

ない。ハイデガーが「言語／詩作／存在」の関係に探求に当たって、「ドイツの存在を詩作

した詩人」としてのヘルダリンを出発点としたがゆえに、この方面でのハイデガーの議論

は、そうした政治的次元を抱え込んでしまったのである。 

ここで、やや思いきった思考実験をしてみよう。言語の「取り集め」、「明るみ」にもた

らす作用、「存在」へともたらす働きに焦点を当てるために、言語の創造性が凝縮した形で

現われてくる「詩作」という営みに注目したいだけ
．．

なのであれば、他の詩人でもよくなか

ったか？ 民族とか国家の誕生というような政治的次元を不可避的に呼び込んでしまうよ

うな“大きな詩作”ではなく、もっと、人々の日常感覚に密着した詩作品を素材にした方

が良いのではなかったろうか？ ハイデガーが後に自らの詩論の題材として取り上げた詩

人で言えば、先に引用したヘーベルや、トラークル、ゲオルゲ、メーリケなどを、「詩」へ

のアプローチの起点としていたら、どうだったろうか？ 

ハイデガーが、（ヘルダリンよりもむしろ）ヘーベルやトラークルなどを集中的に論じ

るようになったのは、第二次大戦後、一九五〇年代に入ってからのことなので、ヘルダリ

ンと集中的に取り組んでいた三〇年代半ばから終戦期にかけての時期と、関心が異なった

可能性はある。ただ、トラークル論やヘーベル論の文脈では、少なくとも、民族にとって

の存在の「樹立」とか「企投」、「存在の開示＝詩作」といった、政治的な次元を含んだ“大

きなテーマ”は語られていない。ハイデガーの語り口もかなり控え目になっている。 

ハイデガーが、トラークルやヘーベルの作品の解明を起点としたら、政治的に厄介な問

題や摩擦を回避し、なおかつ、論理的な飛躍をさほど感じさせない形で、詩作をめぐる哲

学的考察を体系的に進めていくことができたかもしれない。例えば、我々が日常的に慣れ

親しんでいるはずの“もの”が、トラークルなどの作品の中でこれまでになかったような

仕方で取り集められて、形象化され、その「存在」が輪郭付けられ、新たな内実を与えら

れていることを、作品の語りや時制などの形式的要因に即して指摘し、「詩作」における「存

在の開け」という問題を提起する、というような議論の流れで。 

普通の人間が日常的に経験する諸事物の「現われ」をめぐる現象学的問題と絡めながら、

詩作品の内部空間における「存在の開け」を論じる形で徐々に議論を進めて行けば、形而

上学的な飛躍に対する抵抗感はかなり少なくなるし、言語の「ロゴス＝取り集め」作用と、

「開け」をめぐるハイデガー自身のそれまでの議論ともうまく繋がったかもしれない。そ

ういう構成になっていたとすれば、現象学や、後にガダマーによって開拓された哲学的解

釈学、延いては、各言語における“物”の表象のされ方の基本法則をめぐる現代の認知言

語学の議論などとも通じる、穏当な哲学的詩学として評価されていたかもしれない―平

穏になりすぎて、緊張感は失われてしまうかもしれないが。 

しかし、ハイデガーはそういうソフトランディングな道を取らず、最初から、「民族に

とっての存在の樹立」の瞬間に焦点を当て、そこに「神々」と「民衆」の間を媒介する「半

神ヘルダリン」を位置付けるという、かなり飛躍した議論を展開したのである。 
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③ 「存在の樹立」と「国家」 

 

最初から「政治的」次元を含んだ形で展開することになったハイデガーの詩論、ヘルダ

リン論を、（「政治的」な部分を切り捨てないで）ポジティヴに評価する議論がないわけで

はない。その代表的なものが、ラクー＝ラバルトが『政治という虚構』（一九八七）で呈示

した、ハイデガーがヘルダリンを通してテーマ化した「存在の樹立」と、「政治（ポリス）

的なもの le politique」の「造形＝彫刻術 plastique」的な性格の美学的連関に注目する議論で

ある。ラクー＝ラバルトの議論を、私なりに分かりやすくパラフレーズすると以下のよう

になる。 

西欧世界における「政治」という営みの原型となった、ギリシアの「ポリス」という空

間は、無定形の「自然」に境界線で確定された形が与えられること（information）を通し

て形成（formation）されるものであり、その本質からして、「造形＝彫刻＝ポイエシス」的、

美的な性質を有している。ギリシアの「ポリス」的な世界に、「造形」という面で「美」と

「政治」が融合した理想状態を見出し、自己形成のモデルにしようとする思考は、一八世

紀以降のドイツの思想史・美学史の基調となっており、ヘルダリン‐ハイデガーのライン

も―ハイデガーのヘルダリン講義はそうした思想史的系列化・類型化を拒絶するが―

この系譜の中に位置付けることができよう6。 

芸術作品が、それと向かい合っている人に対して、「世界」を開示するのとパラレルに、

ポリスという空間は、そこに居住する人々、民族＝人民（Volk）に対して、彼らが歴史的

に留まって生きる（べき）場を開示する。「ポリスには、神々と神殿、祝祭と遊戯、支配者

たちと元老院、民衆の集会と軍勢、船舶と司令官、詩人たちと思索者たちが属する」（GA53, 

101）。ポリスは、人々が「神々」と関係を結び、それに基づく共同性を築く場である7。あ

るいは、個々の芸術作品によって開示される「存在」が、その民族のポイエシス（詩）的

な営みを包括する「ポリス」の建国＝根拠付け（Gründung）を通して大地に定着すること

になる、と言うこともできるだろう。「しかしこの存在は詩的に樹立され、思索的に接合さ

れて知の内に置かれ、国家創設者（Staatsgründer）の行為者性において大地と歴史的空間に

根付かされる」（GA39, 120）。「政治＝ポリス的な営み」は、人々の生きる共同体の境界線

画定を通し、諸事物の「現われ」方を―そしてまた、それらを通しての「神々の合図」

の読みとられ方を―新たに規定し、それに関わる人々の生に方向性を与える、「総合芸術

作品」的な性質を有している。 

このように「政治」と「芸術」を結び付ける見方は、ナチスによる「政治の美学化」を

                                                        
6 Vgl. Philippe Lacoue-Labarthe, La fiction du politique, Christian Bourgeois Editeur, 1987, S.102-113.（浅利誠・

大谷尚文訳『政治という虚構』藤原書店、一九九二年、一二八‐一四二頁） 
7 ティモシー・クラークは、芸術作品による世界の開示と、ポリスの創設（＝民族の歴史的存在の

樹立）の間の繋がりを示す媒介的な要因として、（ポリスの中心に位置付けられる）「神殿」の役割

に注意を向けている。Vgl. Timothy Clark, Martin Heidegger, Routledge, 2002, S.52, S.62-63.（高田珠樹訳『マ

ルティン・ハイデガー』青土社、二〇〇六年、一〇六頁、一二四－一二五頁） クラークが引用し

ている『芸術作品の根源』の以下の個所も参照。Vgl. GA5, 32.（関口浩訳『芸術作品の根源』平凡

社ライブラリー、二〇〇八年、六一頁） 
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連想させるので、ハイデガーをできるだけナチスから切り離そうとする論者たちからは敬

遠されがちだが、ラクー＝ラバルトのそれに代表されるようなポストモダン系のハイデガ

ー再評価論ではむしろ、「政治」と「芸術」が存在論的次元で不可分的に結び付いているこ

とを哲学的に解明し、再定式化したことが、積極的に評価される傾向にある。 

ラクー=ラバルトはまた、西欧近代を呪縛し続けた「模倣 mimesis」をめぐる問題系が、

「政治」と「芸術」の連関をめぐるヘルダリン‐ハイデガー的な問題系と交差しているこ

とを示唆している8。（未だ主体ではない）何ものかが自己を「主体」として確立するには、

そのモデルとして、“既に主体となっている別の何か”を参照し、その主体的な振る舞いと

“似た”ように振る舞えるようになるべく努力する必要がある。自立した「主体」であろ

うとすればするほど、既に主体性を帯びているものとして想定される他の何かを模倣しな

ければならないという逆説が生じて来るわけである。その“別の何か”が参照可能である

ためには、具体的に観察し得る形を備えていなければならない。 

西欧近代が、自らの主体性に根差ざした美の表象様式＝芸術、あるいは、各民族もしく

はネーションごとの主体性を発揮し得る国家形態を造形化しようとすればするほど、“かつ

て実在した（がゆえに参照可能な）もの”を、理想のモデルとして設定し、それを「模倣」

する形で自己造形化する、という構えを取る必要が生じてくる。美的な意味でそのモデル

に設定されたのが、“神々しい自然と一体化した理想の状態”にあったと（表象）される古

代ギリシアであった。西欧近代の詩人や芸術家たちは、美的主体性を“自然と”身に付け

ていた「ギリシア」を「模倣」すべきモデルとしながら、「自己」を造形化（ポイエシス）

しようと試みるようになった。特に、統一国家をまだ持っていなかった、近代ドイツの詩

人、芸術家・芸術史家、人文主義者たちは、ギリシアと自己の距離・関係性を強く意識す

るようになった。 

ヘルダリンもまた、そうしたギリシアとドイツの関係を強く意識しながら詩作し、ギリ

シア的なモチーフを取り入れた作品を多く残したことが知られている。ハイデガーが講義

で何度も引用している、一八〇一年一二月四日付けの友人ノイファー宛てのヘルダリンの

書簡では、ギリシア芸術の特徴である「天の炎 das Feuer vom Himmel」と、ドイツ人にとっ

てのそれに相当すべき「叙述の明晰性 die Klarheit der Darstellung」とが対比されている。自

己に「固有のもの das Eigene＝叙述の明晰性」を見出し、それを本当に習得し使いこなせ

るようになるには、祖国の中に留まり続けてはだめで、いったん故郷の“外部”に出て、

それと対照的なもの、「異質なもの das Fremde」を知り、そこを起点に再び「固有のもの」

にアプローチしなければならない。人は自らにとっての「固有のもの」にあまりにも馴染

みすぎているせいで、通常は、それを自覚し、自由に使いこなすことが困難だからである。 

ハイデガーは、「異質なもの」から「固有のもの」に迫ろうとするヘルダリンのアプロ

ーチ（＝「祖国的なものへの転回 die Wendung zum Vaterländischen」）を積極的に評価してい

る。「この見つける（Finden）という営みは、一つの固有の探求を要求し、探求はまた一つ

の固有の学びを要求する。こうした固有のものを見出し、習得＝固有化（Aneignen）し、

                                                        
8 Vgl. Lacoue-Labarthe, La fiction du politique, S.114-133.（『政治という虚構』、一四四‐一六九頁） 
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使用できるようになるということが、人間的なものの自己自身に対する自由の本質である。

そこに民族の歴史の歴史性が休らっているのである」（GA 52, 130）。 

こうした意味において、古代ギリシアの詩人たちの詩作の営みをモデルにしながら、自

らの祖国、ポイエシスの母体として「ドイツ」を造形化し（ようとし）た「詩人」として

ヘルダリンを捉え直そうとしたハイデガーの視座には、一定の政治哲学＝美学的根拠があ

ると言える。そういう見方をすれば、ヘルダリン＝ハイデガーの「ドイツの存在の樹立」

とは、神秘的な秘儀のようなものではなく、「異質なもの」を介して「固有のもの」を探求

する弁証法的な美学（＋政治哲学）の試みと見ることもできる。 

しかしながら、「存在の樹立」をめぐるヘルダリン＝ハイデガーの言説を、このように、

美的な「自己／他者」関係の「造形術」として理解するにしても、それでもやはり、言語

的な芸術である「詩作」に不可避的に伴う排他性・特権性をめぐる問題が残る。絵画や彫

刻、建築、音楽などであれば、時代、民族ごとの境界線は絶対的なものではなく、ある特

定の時代、民族に属する芸術家の創作活動を、他の時代、民族に属する芸術家が模倣でき

るのか否かをはっきりとは決め難い。純粋に形式的な模倣であれば、不可能とは言えない。 

それに対して、言語を主たる媒体とする詩作（文学）、特に韻文になると、その言語を

母語として日常的に使用している者でないと、創作することはおろか、韻律などの形式に

よって生み出される美―ハイデガーのヘルダリン論の用語で言うと、「情調 Stimmung」

―を感受できないことが多い。 

母語の習得をベースとして初めて可能となる「詩作」を起点として、「民族の存在」が

「樹立」されるということになれば、言語を根本的に異にする他民族は事実上、その「存

在」の圏域から排除されることになる。「（民族にとっての）存在」を支えている言語を全

く理解できない者にとっては、その存在の圏域、そこに「現われ」てくる諸事物は、“ない”

のと同じである。無論、相互に全く異なる体系を持つ諸言語を貫く原言語のようなものが

“ある”のだとすれば、話は異なって違ってくるが、ハイデガーはそこには触れていない。 

諸事物を切り分けて、「現われ」へともたらす表象の基本様式は言語体系ごとに異なる

ので、ある言語の体系において詩的創造性を強く含意する表現でも、他の言語体系に翻訳

した形で持ち込むと、全く無意味になったり、詩的効果をほぼ喪失して平板化してしまう

ことが少なくない。 

特にハイデガーの存在の詩学、ヘルダリン講義において大きなウェートを占める、「存

在」「精神」「祖国」「大地」…のような抽象概念をめぐる表象の系列は、言語ごとの隔たり

が大きい。ハイデガーがヘルダリンの詩作品から読みとり、再構成した「存在」をめぐる

表象系は、周知のように、ドイツ語における〈sein（動詞）／Sein（名詞）〉の独特な用法

に依拠しているので、近い言語である英語やフランス語でも、そのままの形で再現するこ

とはできない。ヘルダリン講義以外でも、ハイデガーによる詩作品の存在論的解明は、ド

イツ語特有の表現に大きく依拠していることが知られている。そのようにドイツ語中心に

解明された「詩作」を基準に、「存在」について「思索」しようとすれば、不可避的に“ド
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イツ語による思索”を特権化することになる9。 

「他者／自己」の間に線を引くことを不可避的に含意する「詩作」という造形術は、同

様に「他者／自己」の間の線引きを前提とする「ポリスの創設＝政治」という造形術と、

深層において“似て”いる。単に形式的に似ているというだけではない。古代ギリシアの

「ポリス」は、異なる言葉を話す者＝野蛮人（barbaroi）を排除したうえで、言葉が通じ合

う者（＝市民）同士が相互に討論し合いながら、人間性を育む場であった。ギリシアの「ポ

リス」をモデルとして政治的に自己形成した、近代の西欧諸国は、言語を中心とする文化

共同体である「国民 Nation」を基盤とする「国家 Staat」、「国民国家 Nationalstaat」を創設

することを試みるようになった。特に一九世紀のドイツは、（ヘルダリンも強く影響を受け

た）フィヒテの講演『ドイツ国民に告ぐ』（一八〇七／〇八）に象徴されるように、母語に

基づく統一国家樹立を強く意識していた。「政治」と「詩作」は、母語に根差した排他的共

同性の構築を志向することを共通項にしていたる、と言うことさえできよう。 

しかも、ハイデガーのヘルダリン論のように、特定の「詩人」を、他の詩人たちの詩作

の場として「民族の存在」を根源的に樹立した者として名指しすると、詩的言語の排他性

の度合いは更に高まる。ヘルダリンだけが「神々の合図」を、人々が日常的に使っている

ドイツ語（母語）へと変換し、「ドイツの存在」を「樹立」することのできる特権的位置（＝

半神）にあるとすれば、彼の詩作の圏域から外れている者は、「ドイツの存在」の外部にあ

り、その「存在」の「開け」には関与していないということになる。極言すれば、ヘルダ

リン＝ハイデガーというフィルターを通して伝えられてくる「神々の合図」を認知しない

者、受け容れない者は、本来の“ドイツの民”ではない、ということにさえなろう。ギリ

シアの詩形を転用し、ドイツ独自の詩形を生み出そうとしたヘルダリンの詩的言語はかな

り特異なドイツ語である。 

排他性の強いヘルダリンの詩的言語を基準として、「ドイツの存在」が政治的＝美的に

造形化されると主張するハイデガーの議論は、「友／敵」の厳格な分離こそが政治の本質だ

とする法哲学者カール・シュミットの議論と通底しているようにも思われる。 

 

 

④ 詩的言語における同一性と他者性 

 

ハイデガーは、ヘルダリンの詩作品を、「ドイツの存在」を歴史的に樹立する媒体と見

なし、存在論的に特権化された地位を付与しようとするわけだが、そうした彼のヘルダリ

ン論が、ヘルダリンの作品に内在する解釈になっているのか少なからず疑問である。「ドイ

ツの存在」の造形化の必要性を認識していたハイデガーが、その営みを「既に成し遂げた

人物」として、「ギリシア」と近代の間の距離や、「存在」の意味について考え続けたヘル

                                                        
9 デリダは、ハイデガーの詩論における「精神 Geist」の問題に関連して、（ギリシア語と特殊な関

係にあるものとして想定される）ドイツ語の特権化を指摘している。Vgl. Jacques Derrida, De l’esprit , 
Éditions Galilée, 1987, S.86-91.（港道隆訳『精神について』平凡社ライブラリー、二〇〇九年、一一

四‐一一九頁） 
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ダリンをその営みを「既に成し遂げた人物（半神）」として描き出しに、強引にそのうした

役割を割り振ってしまった可能性がないとは言えない。 

解釈における、隠された“政治性”という側面からハイデガーのヘルダリン論を最も徹

底的に批判したのはアドルノであろう。アドルノは、自らのヘルダリン論である論文『パ

ラタクシス』（一九六三、六四）において、ハイデガーの解釈が、ハイデガー自身の「祖国」

志向を正当化するものになっていると主張している。 

この論文自体がアドルノ特有の極めてアイロニカルな文体でで書かれ、特殊文献学的知

識を必要とする比喩や専門的な外来語が至るところに鏤められており、ある意味、ハイデ

ガーのヘルダリン論以上に難解であるが、批判の主要な部分は、以下のように要約するこ

とができるだろう。ヘルダリンの詩、特に後期の詩には、自らの依拠している詩的形式の

形式性を反省的に捉え直し、その形式によってはどうしても把握し、表象し切ることがで

きない、歴史的現実との距離感（＝非同一性）を間接的に指し示しており、そこがヘルダ

リンの詩において美学的に評価すべきところであるにも関わらず、ハイデガーはヘルダリ

ンの個々の作品の文脈や形式を事実上無視し、「祖国的なもの」を参照しているかに見える

語やフレーズだけをかき集めて来て、それがヘルダリンの詩作の本来の中心であるかのよ

うに偽装している。そのためハイデガーの解釈を通して見ると、まるでヘルダリンが、「祖

国的なもの」について哲学的な詩を作った、祖国的哲学詩人であるかのような様相を呈す

る。ハイデガーは（自らの）「哲学」によって、詩の「真理内実 Wahrheitsgehalt」を差し押

さえてしまう10、というありがちな過ちを犯している、というわけだ。 

「真理内実」とは、ベンヤミンのヘルダリン解釈論文「フリードリヒ・ヘルダリンの二

つの詩」（一九一四／一五）11に由来する概念で、作品の内的形式において表現される真理

を指している。アドルノは、詩の解釈におけるこの概念の重要性を強調することで、詩の

中で語られる哲学的内容（philosophischer Inhalt）をそのまま真に受けるのではなく、命題

的な形で理解することのできるそうした「内容」と、作品独自の「内的形式」が生み出す

美的効果との間のズレ、緊張関係に注目すべきことを示唆したわけである。そうした緊張

関係の中に「真理内実」が現われくるからである。「真理内実」という視点から見た場合、

ハイデガーの解釈は、“いかにも哲学的”に見える一部の詩句を抽出して、自らに都合の

よい哲学的な解釈図式に当てはめただけのものであり、作品によって作り出された空間＝

詩化されたもの（das Gedichtete）に内在した解釈になっていない、というのである。 

ハイデガーによる解釈の哲学的恣意性を端的に表している例として、アドルノは、本稿

で先に引用した、『追想』の末尾の「しかし、留まるものを樹立するのは、詩人たちである」

という文の解釈をめぐる問題を挙げている。ハイデガーは「留まるもの was bleibet」をあ

たかも「存在」そのものであるかのように扱っているが、論理的・文法的に考えて、それ

は「存在」それ自体ではありえず、具体的な存在者とその記憶を指しているはずである。

                                                        
10 Vgl. Theodor W. Adorno, Theodor W. Adorno Gesammelte Schriften Bd. 11 = Noten zur Literatur, Suhrkamp, 

S.452.（高木昌史訳「パラタクシス」：三光長治他訳『文学ノート２』みすず書房、二〇〇九年、一

六七頁） 
11 Vgl. Walter Benjamin, Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin, in: Walter Benjamin Gesammelte Schriften Bd.II-1, 

Suhrkamp, S.105. 
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ハイデガーの言う「存在」それ自体は、時間の中に留まらず、時間的なものを超越してい

るはずだが、「留まるもの」はまさに時間（時制）の内に留まっている。つまり、個々の具

体的な存在者を言語によって対象化し、記憶に留まるようにする、というある意味当たり

前の詩人たちの行為を、“存在”を実体化するかのような神秘的な秘儀へとすり変えてしま

った、というのである12。 

アドルノに言わせれば、ハイデガーがそのような存在の実体化の図式をヘルダリンの詩

の解釈に持ち込むことができるのは、彼が自らの言明に反して、絶対精神の下に全ての「存

在者」を包摂し、主体と客体の終末における宥和が可能であると強弁する、ドイツ観念論

的図式、つまり、体系化された後期ヘーゲルの弁証法の図式に依拠しているからに他なら

ない。ヘルダリンの詩の言語は、ハイデガーの意図とは逆に、そうした同一化の論理の破

綻と、諸事物の歴史的な変動性（＋そこに現われてくる非同一的なもの）を指し示してい

るのである。「ハイデガーの文章の背後には、詩作と哲学の真理内実を、歴史性に関するあ

らゆる熱弁にもかかわらず、脱時間化し、真理内実そのものの歴史的核を考慮せずに、歴

史的なものを不変性の中へ移し入れようとする意志が隠れている。神話との複雑な絡みか

ら、ハイデガーはヘルダリンを無理に神話の証人に仕立て上げ、その方法によって結果を

先取りしているのである」13。 

ヘルダリンの詩作品には確かに神話的な位相が含まれているが、“神話的なもの”を、

不変の「存在」を象徴するものとして実体的に描き出しているわけではない。むしろ、「絶

対的なもの das Absolute」（＝神々）と、それを名指すための（詩作品の中の）「名前」との

間の超えがたい差異を指し示している14。ハイデガーの言う「存在の樹立」なるものによ

って、神々との新たな関係が実体的に確立されるわけではないのである。 

ハイデガーの解釈とアドルノのそれとの対立点を、私なりにごく簡単に要約すると、以

下のようになる。前者がヘルダリンの詩的言語を、「ドイツの存在」を「樹立」し、ドイツ

民族に属する人々の生を―神々との関係において―根底的に規定＝情調化（stimmen）

する、存在論的に特殊な言語として特権化しているのに対し、後者は、ヘルダリンの言語

を、言語による表象の限界、つまり自らの限界を“自覚”し、「神々」とその名前との間の

超えがたい隔たりを映し出す自己反省＝再帰的な言語として特徴付ける。アドルノの用語

に即して言い換えると、前者が、詩的言語による同一化作用、存在への統合（Synthesis）

を強調するのに対して、後者はむしろ、詩的言語の中に浮上してくる非同一性、統合を乱

す異質なものに焦点を当てる。 

どちらの解釈により妥当性があるかを決定する絶対的な決め手はないが、ヘルダリンの

言語の形而上学的・存在論的特権性を否定し、言語であるがゆえの限界を明らかにしてい

る分だけ、アドルノの解釈の方が、神不在の時代に生きる“我々”には受け入れやすいよ

うに思われる。しかしラクー＝ラバルトが指摘するように、アドルノもある意味ハイデガ

ーと“同様”に、ヘルダリンの（偉大な）詩作が「哲学」との間に特権的な関係を持って

                                                        
12 Vgl. Adorno, Noten zur Literatur, S.459.（『文学ノート２』、一七五頁） 
13 Ebd., S.461.（同上、一七七頁：一部改訳した） 
14 Vgl. ebd., S.462f.（同上、一八〇頁以下） 
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いることを暗黙の前提として、自らの「哲学」的解釈を正当化することに拘っている15。 

確かに、ハイデガーとアドルノの主戦場となっている哲学的解釈の舞台から一歩離れた

ところから見れば、どうしてヘルダリンの詩作品を解釈することが、存在、精神、同一性

／非同一性…などをめぐる哲学的闘争に決着を付けることになるのか、ヘルダリンの詩が

どうして哲学的な解釈を必要とするのか、何故哲学的に特別なのか…といった素朴な疑問

が生じてくる。ヘルダリンの詩作品の深い意味の層を理解するために哲学的理論を援用す

る、あるいは、自らの言語哲学あるいは詩学の有効性を証明するためにヘルダリンの詩作

品の解釈を範例として利用するというのであれば、分かりやすいが、ハイデガーだけでな

くアドルノも、ヘルダリンの言語が、「存在」（への同一化）をめぐる哲学的問題を考えて

いくうえで避けて通れない特殊な位置を占めており、ヘルダリンの詩を（真に）解明する

には「哲学」が不可欠であるという前提から出発している。二人とも、「何故ヘルダリンか？」

「何故、ヘルダリンと哲学は不可分なのか？」という素朴な疑問に対する明確な答えは与

えていない。 

ラクー＝ラバルトは、両者がヘルダリンを哲学的に特権化している共通の理由として、

初期のヘルダリンと親しい関係にあったヘーゲルの歴史哲学との関連を指摘している16。

アドルノは、絶対精神の自己展開（同一化）の図式によって歴史を把握しようとした中期

以降のヘーゲルに抗する形で、同一化作用に回収されない異質なもの、非同一性に拘って

いた初期ヘーゲルの思考を、詩作の実践という形で“継承”した者としてヘルダリンを位

置付けようとしているように見える。ハイデガーは、ヘーゲルとヘルダリンの関連につい

て直接的には立ち入って論じていないが、アドルノが指摘するように、（後期）ヘーゲルが

精神の自己展開として観念論・思弁哲学的に語っている内容を、「詩人（半神）による存在

の樹立」という、より神話的・祖国的な図式に密かに変容させ、自らの立脚点にしている

ふしがある。 

両者とも、普遍的理性としての「精神」に全てが同化されていく、後期ヘーゲル的な歴

史哲学の構図が、「人間」を近代合理性・主体性の枠内に閉じ込め、がんじがらめにしてし

まう袋小路に通じていることを見てとった。そして両者とも、「（自我哲学によって規定さ

れた）近代の危機」をめぐる問題意識を初期ヘーゲルやシェリングと共有するところから

出発したヘルダリンの詩的（＝非精神的？）言語を武器として、「精神」中心の歴史哲学が

行使する同一（均質）化の圧力に抵抗しようとしたわけであるが、袋小路からの出口のイ

メージが対照的なまでに異なっていたわけである。 

アドルノが、同一化作用に回収されない様々な異質なものが統合＝統覚化されることな

く並列状態（パラタクシス）で散乱している、非精神的な―実体化することのない―ユ

ートピアを描いたとすれば、ハイデガーは、詩人の言語によって「樹立」された「民族の

存在」の圏域において、人々や諸事物が固有の居場所を見出し、宥和し合うことになる、

祖国的・故郷的なユートピアを描き出した。ハイデガーが、詩的に根拠付けられた「祖国

                                                        
15 Vgl. Philippe Lacoue-Labarthe, Heidegger : La politique du poème, Éditions Galilée, 2002, S.93f.（西山達也訳『詩

の政治』藤原書店、二〇〇三年、一二一頁） 
16 Vgl. ebd., S.95-100.（同上、一二二‐一三〇頁） 
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的なもの」の中でこそ、人々と存在（自然）との和解が実現するという―ある意味、ハ

イデガー自身の言明に反して、“ロマン主義”的な―見方をしていたとすれば、アドルノ

は、むしろ「祖国的なもの」を、自然支配を進める理性が、人々を拘束すべく作り出した

幻影と見なし、その幻影を詩的言語によって破壊することを目指した。 

こうした二人の対照的な解釈は、ポストモダン的な議論の文脈でも注目され続けている

ヘルダリンという詩人の両義性を反映している、と言うことができる。彼の詩作は、「祖国

的なもの」の境界線を画定し、歴史の中で安定化させようとしているようにも見えるが、

同時に、「祖国的なもの」の幻影性を暴き出し、いかなる存在論にも絡め取られない、原初

的な非同一性を志向しているようにも見える。祖国を基盤とした同一性を志向しながら、

既にその同一性の彼岸（＝非同一性）をも指し示しているところが、ヘルダリンの作品の

魅力になっているのである。 

 

 

 

⑤ まとめ：母語／詩的言語と哲学 
 

「哲学」が、何らかの現実に存在する言語を媒体とする営みであり、「言語」による制

約から完全に自由になることができないとすれば、「言語」を通して開示される「世界」の

基本構造の問題と「哲学」が取り組むのは、不可避的なことである。「言語‐世界‐思考」

の三者関係を解明しない限り、「哲学」が世界を把握し切ることはできないからである。た

だ「言語」に取り組むといっても、「言語」の内に人間の普遍的理性に対応する論理構造が

あることを前提に言語を分析しようとする分析哲学的なアプローチと、「言語」には、（「哲

学」自体を含む）いかなる理性的な思考によっても捉えることのできない、より根源的な

意味の層があり、通常の哲学的な手法によってはそこに到達できないという前提に立つ非

（反）分析的アプローチでは、「言語」の扱い方がかなり異なる。 

現代哲学における後者のアプローチの開拓者にして代表者とでも言うべきハイデガー

は、「哲学」の使う概念化・抽象化された言語では到達できない深い意味の層、「存在」そ

れ自体に通じる意味の層を探求しようとした。そうした、「哲学」の限界を超えた探究を進

めるに当たって、（「根源」としての）「神々」の不在が顕わになった時代にあって、「固有

なもの」（＝ドイツ語による祖国的表象）を獲得しようとしたヘルダリンの詩作に注目した。

「神々」の不在を謳ったヘルダリンの「詩作」が、ドイツ語における「存在」の新たな「開

け」を準備し、ドイツ語での詩作（ポイエシス）の土台を確定したように見えたからであ

る。ヘルダリンの詩作は、（ハイデガーの視点から見て）ドイツ民族の生に政治的かつ美的

に形を与える（＝造形化する）もの、民族の歴史的存在を樹立するものであった。ハイデ

ガーは、ヘルダリンの詩作と存在についての自らの思索を連動させることで、近代哲学を

超えた「思索」の道を求めた。 

しかし彼が、ヘルダリンの詩的言語を―古代ギリシアの詩人との類比で―存在論的

に特権化したうえで、それを正しく解明する自らの“思索”をも正当化するという戦略を
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取ったため、彼の“思索”は、通常の意味での「哲学」の枠から外れていくことになった。

ヘルダリンの詩的言語の存在論的な深さに達していない―つまりハイデガーの設定した

土俵にのってこない―“哲学”は、非本来的なものとして簡単に退けてしまうことがで

きる。それは、批判の可能性を予め封じてしまう、独断論に陥りやすい危うい問題設定で

ある。 

しかも、ヘルダリンの詩作品に見られる、ドイツ語でのみ可能になる哲学的なニュアン

スを含んだ言い回しを―それに更にハイデガー的言葉遊びを加えたうえで―「存在」

について「思索」するための基本語彙として採用したため、ハイデガー自身の“思索”の

進め方が、彼の母語であるドイツ語の構造に多分に依拠していることを露呈することにな

った。周知のように、『存在と時間』を始め、彼の著作の多くは、ドイツ語独特の言い回し、

言葉遊びを利用して議論を構築している―例えば、〈sein〉の過去分詞形である〈gewesen〉

を利用して、〈Sein（存在）〉と〈Wesen（本質）〉を意味的に結び付けるような形の“論証”。

ハイデガーは最終的に、「存在」をめぐる（ハイデガー的な）“思索”を深めることができ

るドイツ語自体をも特権化しようとしていたふしがあるが、そこまで行ってしまうと、ド

イツ語を母語としない者にとって、ハイデガーの言う意味での「思索」は不可能というこ

とになり、“我々”とハイデガーの間の哲学的な対話の余地はなくなる。 

ハイデガーは、ヘルダリンを介して「（ドイツの）存在」の本質に迫ろうとしたわけで

あるが、ヘルダリンの詩的言語が、「民族の存在」の最も深い層を映し出す媒体であるとど

うして言えるのか、どうして詩的言語でなければならないのか、どうして他のドイツ語の

詩人でなくてヘルダリンなければならなかったのか……といった、そもそもの疑問には最

後まで答えていない。結局のところ、ハイデガー自身の設定した「民族の存在」論を展開

するうえで、ヘルダリンの詩作の語彙が都合良かっただけではないか、という疑いは払拭

し切れない。 

更に言えば、自らの母語の特性に依拠し、母語のリズム（＝情調）に合わせて「思索」

することに、どのような（哲学的）意味があるのか、というより根本的な問題がある。ハ

イデガーは、ドイツ語による詩作の限界線を確定した（と想定される）ヘルダリンに即し

て思索することで、「民族の存在」の根源に到達することができると主張したが、その場合

の“存在”とは一体なのか？ ドイツ語を「固有のもの」として使いこなせる者、しかも

ハイデガーの解釈通りに、ヘルダリンの作品の空間に入り込むことのできる者にしか、そ

の到来を予感することさえできない“存在”とは一体なのか？ その空間にアクセスでき

ない者からしてみれば、そうした“存在”など、特定の約束事を共有する集団にしか感知

できない共同幻想にすぎないのではないか、と思えてくる。アドルノの批判が説得力を持

ってくるわけである―無論、アドルノの「批判」もかなりドイツ語に固有の言い回しに

依拠しているので、それもまた、共同幻想的な前提に依拠している可能性は払拭できない。 

ただ、こうした母語の特権化の問題は、特殊ドイツ的な文脈で議論したハイデガーやア

ドルノだけの問題ではないことに注意する必要があろう。いかなる哲学的な「思索」も、

哲学する者自身の思考の基本構造を形成した母語から、完全に自由になることはできない。

普遍的な概念に基づいて思考しているつもりでも、その“普遍性”自体が、母語の言語文
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化の中で歴史的に形成されたものである。母語の中での事物の「現われ」方をめぐる問題

をスルーする形で、「存在」それ自体について「思考」しようとしても、母語を通して習得

した思考習慣（＝固有なもの）に無自覚的に引きずられることになる。自らの内なる母語

に対して、いかに反省的になろうとしても、その“反省”の仕方自体が、母語を通して習

得したものであるので、このジレンマを完全に逃れることはできない。 

「存在」をめぐる哲学的な思索からどうしても切り離すことができない「母語」の問題

を、ハイデガーはヘルダリンとの集中的な取り組みを通して顕わにした、と言えるかもし

れない。「母語」自体に、狂気、非合理性、排他性など、「哲学」が通常忌み嫌うものがや

どっているとすれば、母語をベースに思考する「哲学」は、そうした忌まわしいものの呪

縛を振り切ることはできない。“我々”は未だに、いかなる母語にも拘束されない、“真に

自由で普遍的な哲学の言語”なるものを知らない。 

 

Masaki NAKAMASA 
Muttersprache und Philosophie 

― Eine politisch-philosophische Überlegung über die Heideggerschen 

Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung 
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ヘルダーリンにおける詩と哲学あるいは詩作と思索 
―頌歌『わびごと』を手がかりに― 

 

高橋 輝暁（立教大学） 

 

 

Der Mensch spricht, indem 

er der Sprache entspricht. 

Die Sprache spricht. 1 

（Heidegger）  

人間は言語の語る通りに語る。 

言語が語るのだ。 

（ハイデガー）  

 

 

1. 「一般的論理」と「詩的論理」  ―カントとハイデガーとヘルダーリン  

 

カントの『論理学』（„Logik“）は、「思考」（Denken）について次のように記す。  

 

Sie selbst beschäftigt sich bloß mit den Regeln des Denkens bei Begriffen, Urteilen und Schlüssen, als 

wodurch alles Denken geschieht.2 

それ自身は概念と判断と推論とにおける思考の規則にのみ従事するのであって、それらに

よってすべての思考がなされる。  

 

「それ自身」すなわち「論理学」の役割を説明するこの文で、「それら」は「概念と判

断と推論」とを指すから、「概念」（Begriffe）と「判断」（Urteile）と「推論」（Schlüsse）が

「思考」の構成要素ということになる。このように「思考」を分析するカントは、また

『純粋理性批判』（„Kritik der reinen Vernunft“, 1781/ 1787）において「考えるということ」

（denken）と「認識するということ」（erkennen）とを明確に区別する。  

 

Sich einen Gegenstand denken und einen Gegenstand erkennen, ist also nicht einerlei.3 

                                                        
1 Martin Heidegger: Die Sprache. In: M. H.: Unterwegs zur Sprache. Pfullingen 1959. S. 33. 
2 Immanuel Kant: Logik V. In: Kant’s gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der 

Wissenschaften. Bd. 9, Berlin u. Leipzig 1923. S. 33. カントに限らずドイツ語原典の引用にあたっては、

その綴りは発音に影響がない限り現代の旧正書法表記に直す。ドイツ語の文中に折り込まれた引用

語句に原語を添えるときは、当該語句のカギ括弧付和訳の後に丸カッコを付けて記す。それが作品

名のときは原語にも引用符を付し、必要に応じてその成立年または発表年を添える。 
3 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, B 146. 
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ある対象を自分で考えるということ
．．．．．．．．

とある対象を認識するということ
．．．．．．．．．

とは同じではない。  

 

では両者はどのように違うのか。同じ『純粋理性批判』は「思考」と「認識」のこの区

別を次のように説明している。  

 

Einen Gegenstand erkennen, dazu wird erfordert, daß ich seine Möglichkeit (es sei nach dem Zeugnis der 

Erfahrung aus seiner Wirklichkeit, oder a priori durch Vernunft）beweisen könne. Aber denken kann ich, 

was ich will, wenn ich mir nur nicht selbst widerspreche.4 

ある対象を認識する
．．．．

ためには、私がその対象の可能性を（その現実性に基づく経験の証拠

によるのであれ、ア・プリオリに理性によるのであれ）証明できることが必要である。と

ころが、私が自分自身のいうことに矛盾しない限り好きなことを考える
．．．

ことはできるのだ。 

 

「認識」が「その対象」の存在の確認を前提するのに対して、「思考」が可能になるた

めには、すなわち、正しく「思考」するためには、「自分自身のいうことに矛盾しない」

ことが条件となるわけだ。「思考」と「認識」との関係を「真理」の「認識」の 2 段階

と捉えて、さらに立ち入った説明をしているのが、カントの『純粋理性批判』における

次の一節だ。  

 

Die allgemeine Logik löst nun das ganze formale Geschäft des Verstandes und der Vernunft in seine 

Elemente auf, und stellt sie als Prinzipien aller logischen Beurteilung unserer Erkenntnis dar. Dieser 

Teil der Logik kann daher Analytik heißen, und ist eben darum der wenigstens negative Probierstein 

der Wahrheit, indem man zuvörderst alle Erkenntnis, ihrer Form nach, an diesen Regeln prüfen und 

schätzen muß, ehe man sie selbst ihrem Inhalt nach untersucht, um auszumachen, ob sie in Ansehung 

des Gegenstandes positive Wahrheit enthalten.5 

一般論理学は悟性と理性による全く形式的な作業をその要素に分解し、それらの要素を

我々の認識に関するあらゆる論理的判断の原理とする。論理学のこの部分は分析論と称し、

まさにそれゆえに真理の少なくとも消極的な試金石である。だからすべての認識はまずそ

の形式の点でこの規則に照らして吟味され、評価されねばならず、その後で内容の検討に

より、われわれの認識がその対象に関する積極的な真理を含んでいるかどうかが決まる。  

 

ここでカントのいう「一般論理学」（allgemeine Logik）は、「概念」と「判断」と「推論」

とによる「思考」が論理的矛盾をきたしていないことを「吟味」する。その「吟味」の

指針となる「規則」（Regeln）が「一般的論理」（allgemeine Logik）なのだ。  

この「一般的論理」こそが学問的思考を導く「規則」だと一般に見なされていること

は、ハイデガーも指摘する。たとえば『思索とは何か』（„Was heißt Denken?“, 1954）にお

                                                        
4 Kant, Kritik der reinen Vernunft, XXVI, Anm. 
5 Kant: Kritik der reinen Vernunft, A60/B84f. 
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いてもハイデガーは、しばしば「科学の時代」といわれる 20 世紀6 の半ばに「記号論

理学」（Logistik）が勢いづいていた状況を念頭に、次のように記す。  

 

Das Denken über das Denken hat sich im Abendland als „Logik“ entfaltet. Sie hat besondere 

Kenntnisse über eine besondere Art des Denkens zusammengebracht. Diese Kenntnisse der Logik 

werden erst in aller jüngster Zeit wissenschaftlich fruchtbar gemacht und zwar in einer besonderen 

Wissenschaft, die sich „Logistik“ nennt.7 

思考についての思考が西欧では「論理学」として発展してきた。それは特殊な種類の思考

についての特殊な知識を集めてきた。論理学の知識はごく最近になって学問的に実を結ん

でいるのだ。しかも「記号論理学」という名の特殊な学問において。  

 

そしてこの「思考」を導く規則としての「論理」は「矛盾を避ける」必要があるという

点でも、ハイデガーの理解は「一般的論理」についてのカントの指摘と軌を一にしてい

る。  

 

Die Logik nimmt als die Lehre vom λόγος das Denken als Aussagen von etwas über etwas. Der 

Grundzug des Denkens ist nach der Logik dieses Sprechen. Damit ein solches Sprechen überhaupt 

möglich ist, muß das, worüber etwas ausgesagt wird, das Subjekt, und das Ausgesagte, das Prädikat im 

Sprechen vereinbar sein. […] Die Aussage muß, um möglich zu sein, im vornhinein den Widerspruch 

vermeiden. Darum gilt die Regel vom zu vermeidenden Widerspruch als ein Grundsatz des 

Aussagens.8 

論理学はロゴスの学として思考を何かによって何かについて発言することだと捉える。思

考の根幹は論理学によればこのように語ることにある。そのように語ることがそもそも可

能であるためには、何かの発言の主題となる主語と主語について発言される何かである述

語とが、語ることにおいて一致しなければならない。［…］そのように発言することが可能

であるためには、初めから矛盾を避ける必要がある。それゆえに、矛盾を避けるべきとい

う規則が発言するときの原則となっているのだ。  

 

このように「一般的論理」を学問的思考を導く「規則」と見なし、逆にそうした思考の

みを正しいと認めるのが「記号論理学」だ。これに対して、そしてそれを当然とする傾

向が一般に強まる「科学の時代」にあって、ハイデガーは「一般的論理」に収まらない

「論理」（Logik）として「弁証法」（Dialektik）があることを指摘する。  

 

                                                        
6 ハイデガーを受け継ぐガーダマーも「科学の時代」という標語で 20 世紀の特徴を示そうとしてい

ることは、その晩年の論文集の表題『科学の時代における理性』にも窺われる。Hans-Georg Gadamer: 
Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft: Aufsätze, Frankfurt a. M. 1976. 

7 Martin Heidegger: Was heißt Denken? Tübingen 1971, S. 10. 
8 Heidegger (wie Anm. 7), S. 100. 
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Man sieht leicht, daß alle Dialektik in ihrem Wesen Logik ist, mag sich die Dialektik als solche des 

Bewußtseins oder mag sie sich als Realdialektik und schließlich als dialektischer Materialismus 

entfalten. […] Auch in der Dialektik wird das Denken solchem begegnet, was sich logisch nicht mehr 

fassen läßt, steht das aus solcher Hinsicht Unfaßbare immer noch im Gesichtskreis des Logischen, 

nämlich als das Alogische, das Nichtmehr-Logische oder als das Metalogische, das Über-Logische.9 

すぐに分かるのは、どんな弁証法も、意識の弁証法として展開しようが、現実の弁証法と

して展開しようが、はたまた弁証法的唯物論として展開しようが、その本質において論理

だということである。［…］弁証法においても思考は論理的にはもはや把握できないことに

遭遇する。そこにおいては、そうした観点からは把握できないことが依然として論理的な

ものが見渡す範囲内に、すなわち論理的でないこと、もはや論理的でないこと、メタ論理

的なこと、超論理的なこととして残っているのだ。  

 

「記号論理学」で検証すれば「誤った推論」とみなされるであろう「弁証法」は、「一

般論理学」でいう「論理」ではないことによって、その「論理」とは異なる「論理」が

あることを示唆しているというのだ。しかも、それは「論理的でないこと」（das Alogische）

「もはや 論理的 でない こと 」 （ das Nichtmehr-Logische ）「メ タ論理 的なこ と 」 （ das 

Metalogische）「超論理的なこと」（das Über-Logische）として、「一般論理学」の「観点か

ら」も窺い知られる。「弁証法」においては一般論理学の「観点からは把握できないこ

と」が「論理的なものが見渡す範囲内に［…］残っている」とハイデガーがいうのは、

そうした事態を指してのことにほかならない。そして「一般的論理」が学問的思考を導

く「規則」であるとしても、ハイデガーが求めるのは、その「一般論理学」に依拠する

「哲学」ではなく、それとは別の「論理」による「思索」（Denken）であり、だからこそ

「詩作」（Dichten）する詩人とともに「思索」（Denken）の道を切りひらこうとするのだろう。  

というのも、「一般論理学」の「論理」以外の「論理」があることは、ハイデガーを待た

ずとも、当のハイデガーの「思索」が依拠した「詩作」の詩人ヘルダーリンが指摘してい

るのだ。それを端的に示すのが、「詩的論理」（poetische Logik）という概念で、詩人がソフォ

クレスの『オイディプス王』と『アンティゴネー』のドイツ語訳『ソフォクレスの悲劇』

（ „Trauerspiele des Sophokles“, 1804 ）を出版するにあたり『オイディプスへの注解 』

（„Anmerkungen zum Ödipus“）とあわせて添えた『アンティゴネーへの注解』（„Anmerkungen 

zur Antigone“）にみられる。しかも、この「詩的論理」によって「詩」（Poesie）は「一般論

理学」の「論理」に従う「哲学」（Philosophie）とは異なるというのだ。すなわち『アンテ

ィゴネーへの注解』は、「アンティゴネーの計算可能な法則」（das kalkulable Gesetz der 

Antigone）とされる「規則」（Regel）について次のように説明する。 

 

Sie ist eine der verschiedenen Sukzessionen, in denen sich Vorstellung und Empfindung und Räsonnement, 

nach poetischer Logik, entwickelt. So wie nämlich immer die Philosophie nur ein Vermögen der Seele 
                                                        
9 Heidegger (wie Anm. 7), S. 101. 
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behandelt, so daß die Darstellung dieses Einen Vermögens ein Ganzes macht, und das bloße 

Zusammenhängen der Glieder dieses Einen Vermögens Logik genannt wird; so behandelt die Poesie die 

verschiedenen Vermögen des Menschen, so daß die Darstellung dieser verschiedenen Vermögen ein 

Ganzes macht, und das Zusammenhängen der selbständigeren Teile der verschiedenen Vermögen der 

Rhythmus, im höhern Sinne, oder das kalkulable Gesetz genannt werden kann.10 

それは、さまざまな連鎖のひとつで、そこにおいて表象と感受と思考が詩的論理にしたがって

展開する。つまり哲学が扱うのは、魂の能力のひとつにすぎず、このただひとつの能力を記述

すれば全体を示したことになり、論理といわれるのもこのただひとつの能力における各部
．．

の連

関にすぎない。これに対して詩は人間のさまざまな能力を扱うので、これらのさまざまな能力

が描かれることによって全体をなすのであり、このさまざまな能力において［一般的論理の各

部よりも］もっと独立した各部分
．．．．．．．．．．

の連関は通常より高い意味でリズムと呼べる、あるいは計算

可能な法則と呼べるものだ。 

 

「詩的論理」を語る根底には、「哲学」の「論理」が人間の「魂の能力」の、すなわち知性

のすべてを尽くすものではないとの洞察がある。それは「弁証法」を語るハイデガーも示

唆している、というより引き継いでいるというべきかもしれない。そして「哲学」で問題

になるのが「論理」という「ただひとつの能力」であるのに対して、「詩」は「人間のさま

ざまな能力」を動員するというのがヘルダーリンの指摘だ。それでは、この「詩的論理」

はヘルダーリンの作品にどのように具現しているのだろうか。ヘルダーリンの頌歌『わび

ごと』（„Abbitte“, 1798）11 について、それを確かめてみよう。 

 

 

2. ディオティーマ ―愛の弁証法 
 

ヘルダーリンはテュービンゲンの神学校「シュティフト」（Stift）の学友ヘーゲルやシェ

リングと 1793 年秋に別れた後、翌年の 1 月にヴァルタースハウゼンのカルプ家で家庭教師

の職につく12。同郷の詩人シラーがその庇護者シャルロッテ・フォン・カルプ夫人にヘルダ

ーリンを紹介したのだ。当時のドイツでは若い有為の知識人たちにとって、聖職につくか、

あるいは貴族や上流市民層の子弟を教育するために住み込みの家庭教師となるほかに、経

済的に自立する可能性がほとんどないことも、めずらしくはなかった。学友ヘーゲルもヘ

                                                        
10 Hölderlin: StA V, S. 265. ヘルダーリンについては、Hölderlin: Sämtliche Werke, 8 Bde. Hrsg. von Friedrich 

Beißner und Adolf  Beck, Stuttgart 1943–1985（Große Stuttgarter Ausgabe）を底本とする。本全集は慣例

に従って StA と略記し、その後のローマ数字は巻数を、斜線の後のアラビア数字は分冊を、コンマ

に続くアラビア数字は頁数を示す。なお、『わびごと』に関する以下の考察は旧稿「愛の逆弁証法

の詩の幾何学  ―ヘルダーリンの『わびごと』を解析する」（立教大学ドイツ文学研究室編

《ASPEKT》30 号（1996）33-53 頁所収）に基づき、本稿の趣旨に沿って必要な改稿を施した。 
11 StA I/1, S. 244. 
12 以下、ヘルダーリンの伝記については、StA VII/2 のほか Hölderlin. Eine Chronik in Text und Bild. Hrsg. 

von Adolf  Beck und Paul Raabe, Frankfurt am Main 1970 に依拠する｡ 
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ルダーリンに先立ってベルンに家庭教師の職を得ていた。母の希望に反して聖職を拒んだ

ヘルダーリンも、とりあえずは同様の道を選んだのだった。1794 年 11 月初めにはカルプ

家の好意でイェーナに遊学、同地の大学で歴史学の教授だったシラーをしばしば訪問し、

フィヒテの講義に感激するが、1795 年の 5 月末または 6 月初めには突然ニュルティンゲン

の母のもとへ帰郷してしまう。イェーナ大学の両巨星シラーとフィヒテの間近にあって、

圧倒されたのも原因といわれる。そのヘルダーリンがマイン河畔のフランクフルトにゴン

タルト家の家庭教師として赴任したのは 1796 年 1 月初旬だった。 

ここでヘルダーリンは教え子の母親ズゼッテ・ゴンタルト夫人と心を通わすことになる。

このズゼッテを、詩人ヘルダーリンはその作品の中で「ディオティーマ」（Diotima）と呼ば

れる理想のギリシア女性に昇華させた。もっとも、プラトンの『饗宴』（„Symposion“）に由

来するディオティーマの名は、ヘルダーリンがズゼッテに出会う半年ほど前に書かれた小

説草稿『ヒュペーリオンの青春』（„Hyperions Jugend“, 1795）13 にみられるから、むしろズゼ

ッテが作品中のディオティーマに重ね合わせられたというべきかもしれない。いずれにし

ても、ディオティーマは『ヒュペーリオン』では主人公の最愛の女性として中心的な存在

であるとともに、ディオティーマをうたったヘルダーリンの詩は、その名をタイトルに冠

したものだけでも、改作を含めれば 9 編を数える14。 

このようにズゼッテはヘルダーリンの作品にうたいあげられた女性像に決定的な刻印

を残した。そして、このズゼッテと詩人との愛は、詩人がゴンタルト家にあったフランク

フルト時代の 1797 年 4 月に刊行された書簡体小説『ヒュペーリオンあるいはギリシアの隠

者』（„Hyperion oder Eremit in Griechenland“）第 1 巻において、すでに、ヒュペーリオンとデ

ィオティーマとの愛へと形象化されている。たとえば、ディオティーマとの愛についてヒ

ュペーリオンは語る。 

 

Ach! wo ist das Herz, das [...], so wie meines, sie erfüllte und von ihr erfüllt war [...].15 

ああ！ どこにそんな心があるだろう、ぼくの心のように、あのひとを満たし、そしてあのひ

とに満たされていた心が［…］。 

 

ヒュペーリオンはディオティーマの中にあり、またディオティーマはヒュペーリオンの中

にある。ヒュペーリオンは自分の中にディオティーマを、ディオティーマの中に自分自身

を見いだす。それはすなわち、ヒュペーリオンがディオティーマの中へ、ディオティーマ

がヒュペーリオンの中へと、ふたりが相互に相手の中へ入り込むこと、ヒュペーリオンが

ディオティーマになると同時にディオティーマがヒュペーリオンになること、それによっ

                                                        
13 Diotima の名前が初めて登場するのは StA III, 217 で、その後は頻出する｡ 
14 ヘルダーリンの作品は、その成立過程でしばしば複数段階のテクストがあり、そのうちどれを独

立した作品に数えるかは、改作の過程とそこで成立したテクストの解釈による。ここでは StA の編

者 Beißner が独立したテクストとして収録した詩編、具体的には StA I/1 および StA II/1 の巻末に付

された目次に記載の作品タイトルに基づいて数えた。 
15 StA III, 61. 
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てふたりがひとつになることにほかならない。ここには愛における自己と他者との弁証法

ともいうべき論理が具体的に示されている。 

それはまた、ヘーゲルがヘルダーリンとともにあったテュービンゲン時代の初期草稿

『民族宗教とキリスト教についての断章』（„Fragmente über Volksreligion und Christentum“, 

1792/1793）に記した愛の思想の論理とも呼応し合う。 

 

[...] insofern als die Liebe in anderen Menschen sich selbst findet oder vielmehr sich selbst vergessend sich 

aus seiner Existenz heraussetzt, gleichsam in anderen lebt, empfindet und tätig ist [...].16 

愛が、他の人間の中に自分自身を見いだす、あるいは、むしろ自分自身を忘れて自分の存在の

外に置き、いわば他の人間の中で生き、感じ、そして活動している限りでは［…］。  

 

ここでシュティフトの学生ヘーゲルが「愛」に認めた論理は、のちにヘーゲルの『美学講

義』（„Vorlesungen über die Ästhetik“, 1820-1829）において定式化されたいわゆる「愛の弁証法」

17 の萌芽的原型ともいえよう。ヘルダーリンとヘーゲルにおけるこのような呼応は、愛の

思想においても両者に共有する基盤があったことを示唆しているのかもしれない。実際、

ヒュペーリオンとディオティーマとの愛の思想に関しては、イタリア・ルネサンスの哲学

者フィチーノがプラトンの『饗宴』に加えた注釈『愛について』（„De Amore“, 1484）におけ

る解釈と対応していることも指摘されている18。また、テュービンゲン時代に、ふたりの学

友は愛についても語り合っていたはずだ。 

 

 

3. 『わびごと』 ―愛の逆弁証法 
 

『ヒュペーリオン』において主人公とディオティーマとの「愛の弁証法」に昇華したヘ

ルダーリンとズゼッテとの関係にも原因があったのだろうか、詩人はゴンタルト家を辞さ

ざるをえなくなり、1798 年 9 月末にはフランクフルトの北 10 キロ余りに位置するホムブ

ルクに移った。ヘルダーリンはその後も 1 年にわたりフランクフルトに通って、ズゼッテ

と密かに会い、また手紙の交換をする。「ディオティーマの手紙」として知られているのは、

このときにズゼッテがヘルダーリンに宛てたものだ。そして、『わびごと』（„Abbitte“）19は、

ヘルダーリンがゴンタルト家を辞する数カ月前、遅くとも 1798 年 8 月までには完成してお

り、テュービンゲン以来の友人ノイファーが編集した『1799 年版 教養ある女性のための

ポケットブック』（„Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung, auf  das Jahr 1799“）に発表され

                                                        
16 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke (Theorie Werkausgabe) Bd. l, Frankfurt am Main 1971, S.30. 
17 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke (Theorie Werkausgabe) Bd. 14, Frankfurt am Main 13.971, S.155. 
18 Ulrich Gaier: Diotima, eine synkretistische Gestalt. In: Turmvorträge 1989/1990/1991. Hölderlin: Christentum 

und Antike. Hrsg. von Valerie Lawitschka (Hölderlin-Gesellschaft), Tübingen 1991. S.164f. 
19 StA I/l, 244. 
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た。ここにはヘルダーリンの比較的短い詩 14 編が掲載 20され、『ディオティーマ 』

（„Diotima“）と題する 8 行の頌歌をはじめとして、ディオティーマないしはズゼッテとの

かかわりで読める作品が、その大半を占める。このような短詩群の中にあって『わびごと』

は、愛する女性との別れの決意をうたっている。 

このように『わびごと』は、実生活における作者ヘルダーリンの体験と結びつけて理解

されがちな作品ではある。しかしまた、この頌歌は近代ドイツ抒情詩の芸術性のひとつ極

致を示してもいるのだ21。それにもかかわらず、その全体的な解明はまだなされていないに

等しい。そもそも、この作品を正面から論じた研究や解釈がほとんどないのだ22。われわれ

は、ドイツ語原文のテクストにしたがって、まずはその意味するところを明らかにし、こ

こに展開された愛の論理を解析してみなければならない。 

 

ABBITTE 

 

Heilig Wesen! gestört hab’ ich die goldene 

Götterruhe dir oft, und der geheimeren, 

Tiefern Schmerzen des Lebens 

Hast du manche gelernt von mir. 

 

O vergiß es, vergib! gleich dem Gewölke dort 

Vor dem friedlichen Mond, geh’ ich dahin, und du 

Ruhst und glänzest in deiner 

Schöne wieder, du süßes Licht! 

 

この詩は各 4 行からなる 2 詩節の頌歌、すなわちドイツ語でいう Ode（オーデ）だ。もと

もと古代ギリシアに発祥したこの詩型をドイツ語に移した頌歌形式は、フランクフルト時

代の短詩に用いられて以来、ヘルダーリンの定型詩における基本的な形式となった。『わび

ごと』においては、頌歌の構築的な韻律構造とあいまって、例外的配語法をも動員した各

語句の配置が重要な役割を担っている。そこで、ドイツ語原文に依拠したテクスト解析の

ためにも、日本語訳を添えるとすれば、とりあえずは、ドイツ語テクストの語句の配列を

可能な限りいかすことが望ましいだろう。 
                                                        
20 StA I/2, 557. 
21 Gerhard Schulz: Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration, I. Teil. Das Zeitalter der 

Französischen Revolution: 1789-1806. München 1983, S.662 も、文学史記述の枠内で、この作品が抒情詩の

傑作であることを強調している｡ 
22  ヘルダーリン関係の文献や資料を 1804 年まで遡って収録した最大の文献目録として

Württembergische Landesbibliothek 提供の Internationale Hölderlin-Bibliographie Online（ http://www. 
statistik.baden-wuerttemberg.de/hoelderlin/maske.asp）には 2010 年 5 月 21 日の時点で『わびごと』に

関して 50 点を記載しているが、そのうち他言語への翻訳や歌曲等の研究論文以外が 44 点を占める。

したがって、これまでの研究論文は 6 点にすぎない。しかもそれらは注 10 に掲げた拙稿を除くと、

いずれも数頁以内の簡単な解釈にとどまる。 
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わびごと 

 

聖なるおんみよ！ 乱したのだ、ぼくは黄金の 

神々の安らぎに与るあなたをしばしば、そしてもっと秘められた、 

もっと深い生の苦痛を 

あなたはあまた学んでしまった、ぼくから。 

 

おお、忘れてくれ、赦してくれ！ あの雲のように、あそこの 

おだやかな月のまえの、ぼくは過ぎ去ってゆく、そしてあなたは 

安らい、そして輝く、あなたの 

美しさでふたたび、あなた、甘い光よ！ 

 

標題 „Abbitte“（アップビテ）23は、「赦しを乞うこと」「謝罪」を意味し、この謝罪の相手へ

の呼びかけをもって、この頌歌は始まる。呼びかけの相手は heilig（ハイリヒ）という形

容詞で修飾されている。ヘルダーリンにあっては、この語は語源を同じくする形容詞 heil

（ハイル）すなわち「無傷の」「完全な」「完璧な」といった意味をもつとの指摘もある24。確

かに、「無傷にする」「癒して完全にする」というのが heilig（ハイリヒ）本来の意味で、そ

の語源となった動詞 heilen（ハイレン）が「癒す」を意味するのにも通じる。崇拝の対象

が「聖なる」の意味で heilig（ハイリヒ）と形容されるのも、それが「完全な」存在だから

なのだ。その「完全な」存在としての「おんみ」（Wesen）を「乱した」（gestört）のが「ぼく」

（ich）すなわち詩人だという。ドイツ語の原文では他動詞「乱した」の目的語は厳密には

「黄金の神々の安らぎ」（die goldene / Götterruhe）で、その所有者を指して 2人称代名詞「あ

なた」（dir）が所有の 3 格になっている。したがって、「おんみ」は「黄金の神々の安らぎ」

をもつという意味で、heilig（ハイリヒ）なのだ。なるほど「神々」（Götter-）の属性をもつ

ものは、「完全な」存在であり、「聖なる」存在だといってよい。その意味で「おんみ」は「神々」

にも等しい。 

「おんみ」の「黄金の神々の安らぎ」を「乱した」というとき、その主語は「ぼく」だ

から、これは、詩人から相手の女性である「おんみ」へ働きかけた行為である。それは、

この女性からすれば、詩人から「あまた学んだ」（manche gelernt）のであるから、詩人を相手

にした女性の行為である。第 1 詩節には動詞が〈乱す〉と〈学ぶ〉のふたつしかないが、

                                                        
23 『わびごと』のドイツ語原文の語句を記すときは、必要に応じて原語の発音を便宜的に片仮名で

付記する。なお、ドイツ詩の引用において、スラッシュ  / は詩行の改行箇所を、2 重のスラッシ

ュ // は詩節の区分け示す。 
24 このことを、Wolfgang Binder: Hölderlins Odenstrophe. In: Hölderlin-Jahrbuch (1952), S. 103 は、頌歌『わ

びごと』のまさにこの箇所について指摘している。さらに同文献 S. 96, Ann. 16 ならびに Wolfgang 
Binder: Hölderlins Namensymbolik. In: Hölderlin-Jahrbuch 12 (1961/1962), S. 129 や、それを継承した Rolf  
Zuberbühler: Hölderlins Erneuerung der Sprache aus ihren etymologischen Ursprüngen , Berlin 1969, S.73f. なども参照。 
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それが合わさって、「あなた」と「ぼく」との、「おんみ」と詩人との相互行為をあらわして

いる。この相互行為こそ、「あなた」と「ぼく」における愛の行為の内実なのだ。ところが、

「あなた」を〈愛する〉ことは〈乱す〉ことだったというのだから、愛の結果は否定的意味

しかもっていない。では、「あなた」のほうは、「ぼく」を〈愛する〉ことで、何を「あまた

学んだ」のか。それは、「苦痛」（Schmerzen）だったというのだから、ここでもまた、否定的

な結果しか生じていない。すでにみたヒュペーリオンのことばを借りれば、「生の苦痛」

（Schmerzen des Lebens）に満ちた「ぼくの心」が「あのひとを満たし」たことによって、「あ

のひと」も「あまた」（manche）の「苦痛」で「乱」された。そして「あのひと」が「あま

た」の「苦痛」を「ぼくから」（von mir）「学んだ」とは、「あのひと」が「ぼくの心」のなか

に入ってきて、「ぼく」と「苦痛」を共有したことをいう。その意味で「ぼくの心」は「あ

のひとに満たされている」ことになるのだ。しかしながら、頌歌『わびごと』では、この

愛の相互行為において、「あなた」と「ぼく」とが互いに相手の中に見いだしたのは、幸福

の喜びではなく、「あまた」の「苦痛」、それに苦しむ自分自身だった。「あまた」の「苦痛」

を知る「ぼく」は、「おんみ」との愛によって、その「黄金の神々の安らぎ」に恵まれるど

ころか、かえって「聖なるおんみ」に「あまた」の「苦痛」を付与し、その完全性を損な

ってしまったのだ。 

第 2 詩節冒頭で、詩人は愛する女性に対して愛の相互行為そのものとその結果とを「忘

れてくれ」（vergiß）るように求めるとともに、その全責任をみずから引き受け、「赦してく

れ」（vergib）と願う。愛の相互行為がもたらした否定的な結果を修復するために、詩人は愛

する女性のもとから去る決心をしたのだ。詩人が身を引くことで、ひとたび損なわれてし

まった完全性が、はたして回復されうるのだろうか。愛する女性の完全性が何ごともなか

ったように回復されることを詩人は、女性を「月」（Mond）に喩え、自分を「雲」（Gewölke）

に喩えることによって、保証する。「月」は、たとえ「雲」によって一時的に陰ることがあ

っても、「雲」が「過ぎ去ってゆく」（gehe […] dahin）その後では、「ふたたび」（wieder）もと

の「美しさ」（Schöne）を取り戻す。「聖なるおんみ」はかつて「黄金の神々の安らぎ」のな

かにあった。そのように「完全な」あるいは「聖なるおんみ」は、「おだやかな月」（dem 

friedlichen Mond）のようだというのだから、「月」の「おだやか」さは「神々の安らぎ」に

対応する。そして、「神々の安らぎ」をもつ「月」は、ひとたび「雲」が「過ぎ去って」し

まえば、もとの「安らぎ」を回復するから、第 2 詩節 3 行目に「安らい」とあるのだ。こ

の動詞はドイツ語原文では Ruhet（ルーエット）で、これは「神々の安らぎ」と和訳した

原語の合成名詞 Götterruhe（ゲッタールーエ）において「安らぎ」を意味する後半部 -ruhe

（ルーエ）、すなわち名詞 Ruhe（ルーエ）の派生語だ。したがって、名詞「安らぎ」と動詞

「安らい」とは、確かに同じ事象を指すと考えてよい。そうであれば、「ぼく」が「過ぎ去

って」しまった後の「あなた」の「安らぎ」は、「ぼく」が「通り過ぎ」る前の「安らぎ」、

あの「黄金の神々の安らぎ」と全く同じである。さらに、前後の「安らぎ」の同一性を強

調しているのが、副詞「ふたたび」（wieder）だ。動詞で表された事態が反復することを示

すこの副詞は、動詞「安らい」をも修飾しており、以前と同じ「安らぎ」の回復を明示す
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る機能をもつ。 

そして「あなた」が愛する相手としての「ぼく」を必要としない自足した存在、その意

味で「完全な」存在であることは、第 2 詩節において「あなた」すなわちドイツ語原文で

du（ドゥー）を主語とする動詞が、すべて相手を必要としない完全な自動詞であることに

も示唆されている。「安らい」と「輝く」は、ドイツ語原文ではそれぞれ Ruhst（ルースト）

と glänzest（グレンツェスト）だが、両者とも、ドイツ語文を構成する最小限の付加要素で

ある主語だけが備わっていれば、完全な文を構成できる自動詞だ。そのとき主語はそれ 1

個で自足している。「ぼく」を主語とする動詞「過ぎ去ってゆく」すなわちドイツ語原文で

は geh’ […] dahin（ゲー ダーヒン）も同じく自動詞だが、そのとき「ぼく」は自足した存

在となるのではなく、逆に孤立して夜空の闇に消えてゆくのだ。第 2 詩節では自動詞がこ

のように自足と孤立を文法的に示唆する機能を果たしているとすれば、それとは対照的に、

第 1 詩節の他動詞〈乱す〉と〈学ぶ〉はいずれも相手を必要とする相互行為を表していた。

ふたつの他動詞の直接目的語（4 格）はそれぞれ「神々の安らぎ」と「あまた」、ドイツ語

原文では Götterruhe（ゲッタールーエ）と manche（マンヒェ）だ。後者にはいわゆる部分

の 2 格として複数名詞 der […] Schmerzen（デア シュメルツェン）がかかっており、逐語

的には「苦痛のうちのあまた」という意味だから、この不定代名詞 manche（マンヒェ）は

「苦痛」を指す。どちらの直接目的語も、それを目的語とする他動詞が表す相互行為の相

手に備わっているものであるかぎり、その所有者としての相手を前提とする。この相手が、

それぞれ 2 行目の「あなた」と 4 行目の「ぼく」、ドイツ語原文では dir（ディーア）と mir

（ミーア）という 3 格の人称代名詞で明示さる。しかも、-ir（イーア）という音韻的に同

一の部分を含むこのふたつの人称代名詞は、いわば韻を踏んでおり、脚韻のない頌歌形式

にあってはとくに際立つ。同一の格と音韻との共有によって、ここで交わされる相互行為

の当事者は「あなた」と「ぼく」であることが文法的にも音韻的にも強調されているわけ

だ。 

「聖なるおんみ」である「あなた」が「月」に喩えられることで具象性を獲得したこと

により、その「黄金の神々の安らぎ」もまた具象性を帯びる。それは、「月」の「輝く」（glänzest）

姿に具象化され、最終行では「美しさ」の概念によってあらためて理念化される。「聖なる

おんみ」、「黄金の神々の安らぎ」、「おだやかな月」、「輝」き、そして「美しさ」―「あな

た」を示すこれらの表象と概念をすべて集約したのが、最後の呼びかけ「甘い光よ！」（süßes 

Licht!）だ。ここで「あなた」は究極的に「光」へと収斂する。そして、この詩編の最後に

位置する「あなた、甘い光よ！」との呼びかけは、詩編冒頭の呼びかけ「聖なるおんみよ！」

と呼応し合う25。さらに、この詩編のちょうど中央の位置、すなわち第 2 詩節の冒頭には、

命令形という呼びかけの機能をもつ動詞形態の文が配置されている。この命令文による呼

びかけ「おお、忘れてくれ、赦してくれ！」はドイツ語原文の動詞 vergiß（フェアギス）

と vergib（フェアギープ）に明示されているように、それぞれ vergessen（フェアゲッセン）

                                                        
25 ふたつの呼びかけの呼応については. Friedrich Hölderlin: Sämtliche Gedichte. Hrsg. und komm. von Detlev 

Lüders, 2 Bde., Bad Homburg 1970 の注解（2. Bd. S. 134）で Lüders がすでに指摘している。 
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と vergeben（フェアゲーベン）の 2人称単数 du（ドゥー）に対する命令形だ。したがって、

この作品は、形容詞を冠した名詞の呼格（1 格）Heilig Wesen!（ハイリヒ ヴェーゼン！）

による「あなた」への呼びかけで始まり、O vergiß es, vergib!（オー フェアギス エス、

フェアギープ！）という感嘆詞 O（オー）を伴った「あなた」への命令文が中央でパトス

を高揚させ、最後に du süßes Licht!（ドゥー ズューセス リヒト！）と「あなた」を直接

指示する 2人称代名詞の du（ドゥー）と詩の冒頭に準じて形容詞を伴った名詞とが呼格と

して同格で並ぶ呼びかけで静かに終わる。 

頌歌『わびごと』で、詩人が直接「あなた」に呼びかけるのはこの 3 回に限られるが、

詩編中央の命令文「おお、忘れてくれ、赦してくれ！」においては「わびごと」という詩

の主題そのものが実行され、冒頭と最後の呼びかけは、いずれも「あなた」の自足した完

全性と崇高さをたたえるとともに、それによって別離の悲しみを抑制する機能をもつ。そ

して、冒頭と中央の呼びかけの間、すなわち第 1 詩節では、ドイツ語原文に gestört hab’ ich

（ゲシュテールト ハープ イッヒ）および […] / Hast du manche gelernt（ハスト ドゥー 

マンヒェ ゲレルント）とあるように、現在完了時制が用いられ、ここにうたわれた愛の

相互行為が過去の事象であるとともに、その影響が現在にまで及んでいることを、文法的

に語っている。この第 1 詩節に続く詩編中央の呼びかけは、現在時制の命令文で、現在な

されるべき行為そのものを表す。そして、第 2 詩節の時制は […] geh’ ich dahin（ゲー イ

ッヒ ダーヒン）と du / Ruhst und glänzest（ドゥー ルースト ウント グレンツェスト）

にみるように、現在時制だが、それは未来に起こること、ないしは起こるべきことを示す

未来的現在だ。このように、2 詩節からなるこの頌歌は、現在を軸にしてそれに直接かか

わる過去と未来とを結合した 3 段階の時制構造が詩の冒頭と末尾の呼びかけの間に組み込

まれている。 

ヒュペーリオンは「あのひとを満たし、そしてあのひとに満たされていた心」と記した。

それは、ヒュペーリオンとディオティーマとが相互に相手の中に入り込むことによって、

ふたりがひとつになったことを意味し、ここに、われわれは、愛の弁証法の論理を確認し

た。この愛の弁証法の運動は 

 

分離 ⇒ 合一 

 

という論理式で表記できよう。ところが、愛を主題とした頌歌『わびごと』はその論理の

様相を異にする。第 1 詩節では「ぼく」と「あなた」が愛の相互行為においてひとつだっ

たのが、第 2 詩節になるとふたりが別れることになるのだ。したがって、その論理式は 

 

合一 ⇒ 分離 

 

となり、この論理は、愛の弁証法とは前提と結論とがまったく逆転しているから、その意

味で「愛の逆弁証法」といってよい。 
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しかも、愛の弁証法にあっては、互いに異なるふたりが出会うことによって、別々にあ

ってはそれぞれ不完全なふたりが相互に相手を愛して合一し、ふたりがひとつになって初

めて完全な存在となるはずだ。愛の弁証法の論理式は、完全な存在をアルファベットの大

文字で、不完全な存在を同じく小文字で記号化するならば 

 

ａ ＋ ｂ ⇒ Ｃ 

 

と書き換えてもよい。ここで、ａは「ディオティーマ」の、ｂは「ヒュペーリオン」の記

号、＋は両者の出会いを示し、そして大文字のＣが表しているのは両者の合一体あるいは

愛の結実とでもいえようか。同様に『わびごと』における愛の逆弁証法を分析してみると、

ここでは「ぼく」が「生の苦痛」を知っている不完全な存在であるのに対して、「神々の安

らぎ」を備えた「あなた」のほうはひとりですでに完全な「聖なる」存在だから、その意

味でふたりは弁証法の対立する 2 項をなす。ところが不完全な「ぼく」との愛の相互行為

によって、完全な存在である「あなた」は、かえって損なわれてしまう。したがって、愛

の逆弁証法の論理式における左辺、すなわち第 1 詩節においてあの現在完了時制で示され

た合一の構造をさらに分析すれば、その論理式は 

 

Ａ ＋ ｂ ⇒ ｃ ...... (1) 

 

となり、Ａとｂはそれぞれ「あなた」と「ぼく」の記号で、ｃは「ぼく」と「あなた」の

愛の相互行為の否定的な結果を指すので小文字となる。同様に、愛の逆弁証法の右辺に相

当する第 2 詩節において未来的現在の時制で記された分離の運動は 

 

ｃ － ｂ ⇒ Ａ ...... (2) 

 

の論理式で表せる。－は別れの記号で、「ぼく」が身を引いて消えることにより、「あなた」

は「ふたたび」もとの自足した完全性を回復する。ゆえに式 (2) の結論である右辺は、式  

(1) における前提項のＡに等しい26。 

 

 

 

 

 

                                                        
26 Karl Viëtor: Hölderlins Lyrik, Frankfurt am Main 1921 は、ヘルダーリンの詩における弁証法的構造に

着目している。その点では Walter Hof: Hölderlins Stil als Ausdruck seiner geistigen Welt, 2. Aufl., Meisenheim am 
Glan 1956, S.165f. が詳しい。しかし、Hof においても『わびごと』については、｢正｣（Thesis）｢反｣

（Antithesis）｢合｣（Synthesis）のそれぞれに相当する部分を指摘するだけの大雑把な分析にとどま

っている。 
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4. 『わびごと』 ―詩の幾何学 
 

『わびごと』は頌歌の詩型のうちでもとくに「アスクレピアデス詩節」（asklepiadeische 

Strophe）ふたつから成る。この型の詩節は紀元前 3 世紀の古代ギリシア詩人アスクレピア

デス（Asklepiades von Samos）に由来するといわれる。この詩型の韻律構造がドイツ語では

音節の強弱によって具現され、韻律論の用語では、強く発音される音節を「揚格」（Hebung）、

弱く発音される音節を「抑格」（Senkung）という。ここでは『わびごと』のドイツ語テクス

トについてその詩型を具体的にみるのがよい。なお、韻律構造を明示するために、揚格の

上には－を、抑格の上にはÈ を付ける。これに加えて、ここでは独自に揚格の音節を太字

にして、分かりやすくしておくことにする。 

 

 

 

1 行目と 2 行目の最後の音節が、第 1 詩節では抑格なのに、第 2 詩節では揚格と、両詩節

の間でわずかな相違が認められるが、これはこの詩型で伝統的に許容されたヴァリエーシ

ョンだ。アスクレピアデス詩節の韻律形式における弁証法的構造が厳密に具現されている

のは第 2 詩節なので、その韻律構造を抑揚の記号によって図式化してみよう。 

 

 
 

1 行目と 2 行目は同一の韻律構造で、詩行の中央に縦線｜を挿入したのは、この前後がと

もに揚格のため、強く発音する音節同士が衝突し、必然的にリズムの流れが途切れるから

である。ここではこの縦線で示された「句切れ」（Zäsur）を中心として厳密に左右対称の図
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式となっている。句切れの左部分をＸ、右部分をＹと名づければ、1 行目と 2 行目はいず

れも 

 

Ｘ｜Ｙ 

 

と定式化できる。さらに 3 行目と 4 行目を連結した 2 行を合わせてＺ部分と考え、改行の

位置を二重縦線 ||  で示すと、次のような韻律の図式となる。 

 

 
 

四角の枠  で囲った部分は、それぞれ 3 行目に相当する左側がＸと、4 行目となる右側

がＹと同一だ。そして、1 行目と 2 行目における詩行中の句切れが、È － È で置き換えら

れている。このＸとＹとの間を埋める部分のうち、3 行目最後の抑格部分を α、揚格と抑格

ひとつずつとからなる 4 行目冒頭部を β とすれば、3 行目と 4 行目を合わせたＺ部分は 

 

（Ｘ＋α）||（β＋Ｙ） 

 

と定式化できる。ここで、3 行目と 4 行目を連結した韻律図式に示したように、ＸとＹを

独立させれば、その定式は 

 

Ｘ＋（α ||  β）＋Ｙ 

 

と書き換えてもよい。このＺ部分では、本来ならば改行によって詩行中の句切れよりも明

確なリズムの途切れが生じるはずだ。ところが、α || β の部分は抑格で始まり、同じく抑格

で終わるため、Ｘ部の最後とＹ部の先頭にくる揚格同士の衝突を回避して緩衝する機能を

もつ。そのためにＸ部とＹ部とがリズムにおいてなめらかに結合する。1 行目と 2 行目で

は対称的韻律構造により相互に対立していたＸ部とＹ部とが、3 行目と 4 行目とから成る

Ｚ部において、両者の対称性を保持しつつその対立を止揚することで、合一してひとつに

なる。これが、アスクレピアデス詩節の韻律形式における弁証法的構造だ27。 

アスクレピアデス詩節による頌歌『わびごと』の韻律構造は、さらに各語句の配置なら

びにその意味とも緊密に呼応しあっている。そのことは、韻律形式と作品にうたわれた内

容とがともに弁証法の論理によって構築されている点にも窺われる。そこで、さらに立ち

入って愛の逆弁証法の論理、各語句の意味と配語、そして構文と韻律形式のそれぞれが相

                                                        
27 アスクレピアデス詩節の第 1 行と第 2 行における左右対称の対立構造について、またそれに対応

する構造が第 3 詩行と第 4 詩行との結合体にも組み込まれていることについては、注 24 に掲げた

Wolfgang Binder: Hölderlins Odenstrophe（とくに S.90f.）の分析がある｡ 
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互に呼応し合う構造連関を解析するために、まずはすでに解明した韻律構造の枠組みに詩

句をあてはめて、各詩節について韻律形式、ドイツ語原文、その日本語訳を図表化してみ

よう。なお、われわれの日本語訳は、すでに語句ごとにドイツ語原語の配語に対応させて

あったが、さらに語句のなかでも一部の語順を変更して、単語ごとに位置を合わせたほう

が、位置関係がいっそう明確になるはずだ。 

 

 

 

第 1 詩節でまず注目されるのは、1 行目と 2 行目のＸ部に「あなた」そのものまたはそ

の属性を指す語句が配置されていることだ。1 行目では Heilig Wesen（ハイリヒ ヴェーゼ

ン）すなわち「聖なるおんみ」が、2 行目では「あなた」に属する「神々の安らぎ」Götterruhe

（ゲッタールーエ）と「あなた」を指す dir（ディーア）とが、Ｘ部分の基幹をなす。Ｘ部
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が「あなた」の領域とすれば、1 行目のＹ部のほうは、「ぼく」そのものである ich が配置

されているから、「ぼく」の領域だろう。「あなた」の領域と「ぼく」の領域がそれぞれ、

左右対称の韻律形式で向かい合ったＸ部とＹ部に割り当てられているのだ。1 行目ではさ

らに、「ぼく」の行為を表す gestört（ゲシュテールト）がＸ部に侵入して、「あなた」の領域

を文字どおり「乱し」ているわけだ。しかもこの単語は感嘆符による句切れと韻律による

詩行中の句切れとに挟まれて、Ｘ部におけるリズムの滑らかな流れを「乱し」ている28。

語の意味ばかりでなく、その位置も、そしてそのリズムも、「聖なるおんみ」の完全性がこ

こで損なわれていることを具体的に表す。1 行目のＹ部にも「神々の安らぎ」を修飾する

「黄金の」という形容詞が定冠詞つきで入ってくる。この「神々の安らぎ」は「あなた」

に備わっているから、それにかかる修飾語句 die goldene（ディー ゴルデネ）も「あなた」

の属性だ。「あなた」を指示する die goldene（ディー ゴルデネ）と「ぼく」を主語とす

る動詞 gestört（ゲシュテールト）とがそれぞれ相手の領域に入り込むことで、互いに愛す

る相手の中に入り込むという愛の相互行為が語句の位置によって視覚的に示され、また詩

型が音声で造形されているのだから、聴覚的にも聴取できる。 

とくに「黄金の神々の安らぎ」がふたりを結ぶ愛の絆であることを示唆するのが、die 

goldene / Götterruhe（ディー ゴルデネ／ゲッタールーエ）という定冠詞と形容詞と名詞

とからなる構文的にひとまとまりの語句が 1行目から 2行目への改行部をまたぐところだ。

このように構文上ないしは意味上のまとまりが韻律の句切れをまたぐ現象を「アンジャン

ブマン」（Enjambement）というが、ここでは、それによって 1 行目のＹ部と 2 行目のＸ部と

が、すなわち「ぼく」の領域と「あなた」の領域とが結合される。しかも、1 行目最後の

音節が通常の揚格ではなく、抑格となることで、2 行目冒頭の揚格との衝突を回避し、改

行箇所でリズムの流れをなめらかにつなぐ。アスクレピアデス詩節の変形によって、韻律

的にもアンジャンブマンの結合機能が補強され、ここに、韻律と構文とがいずれも「あな

た」と「ぼく」とを結びつける愛の機能を具現している。 

2 行目後半のＹ部は、「ぼく」に属する「生の苦痛」を修飾する定冠詞と比較級形容詞か

らなる語句 der geheimeren（デア ゲハイメレン）すなわち「もっと秘められた」で占めら

れている。この「ぼく」の領域から「あなた」の領域であるＸ部を含む 3 行目全体にかけ

ては「もっと深い生の苦痛」という「ぼく」の属性が埋め尽くす。2 行目最後の音節も抑

格になって、なめらかなリズムの流れで、2 行目Ｙ部と 3 行目Ｘ部をつなぐ。ここで「ぼ

く」が「もっと深い生の苦痛」をもって「あなた」の領域を満たせば、「ぼく」の領域であ

る 4 行目Ｙ部には「あなた」が「あまた学」ぶことによって入ってくる。gelernt（ゲレル

ント）の主語は du（ドゥー）だから、それは「あなた」の行為を表す。第 1 詩節は、ヒュ

ペーリオンのいう「あのひとを満たし、そしてあのひとに満たされていた心」の構造を各

語句の意味と配語、そして構文と韻律形式の組み合わせで視覚的かつ聴覚的に造形し、愛

の相互行為における弁証法の論理をいわば幾何学的に図示しているわけだ。 
                                                        
28 動詞 gestört（ゲシュテールト）が韻律を｢乱し｣ていることは、注 24 に掲げた Wolfgang Binder: 

Hölderlins Odenstrophe, S.103 がすでに指摘している。 
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第 2 詩節 1 行目のＸ部を占める命令形の動詞 Vergiß（フェアギス）と vergib（フェアギー

プ）の意味上の主語は 2人称単数、すなわち「忘れ」「赦して」あげるのは「あなた」だ。1

行目Ｙ部と 2 行目Ｘ部はそれぞれ「雲」に喩えられた「ぼく」と「月」に喩えられた「あ

なた」に割り当てられ、2 行目Ｙ部は ich（イッヒ）すなわち「ぼく」が主語とする行為を

記す。したがって、第 2 詩節は 1 行目も 2 行目も、Ｘ部には「あなた」を指す語句が、Ｙ

部には「ぼく」を指す語句が埋めていることになる。この配語構造は、第 1 詩節で「あな

た」を指示する語句と「ぼく」を指示する語句とが相互に相手の領域に入り込んでいたの

と対称的だ。 

第 1 詩節が愛の相互行為における合一を造形していたのに対して、第 2 詩節は「あなた」

と「ぼく」の分離を造形しているのだ。しかも今度は 1 行目末と 2 行目末の音節がどちら

も揚格となって、改行の句切りを韻律的にも明示することで、Ｘ部とＹ部との、「あなた」

と「ぼく」との分離が造形される。さらに、3 行目と 4 行目ではＸ部だけでなくＹ部も含

むＺ部全体が「あなた」を叙述する語句で埋まっている。これは、「ぼく」が 2 行目Ｙ部を

最後に「過ぎ去って」しまったあとで、完全性を回復して自足する「あなた」を表す。た

だ、例外的に 2 行目では「ぼく」の領域であるＹ部の最後に「あなた」そのものを指す人

称代名詞 du（ドゥー）が配置され、「あなた」と「ぼく」との分離が領域的に不十分とな

っている。それに呼応して 2 行目から 3 行目への移行はアンジャンブマン、すなわち詩行

のまたがりでリズムの途切れも弱まっている。Ｙ部に残存するわずか 1 音節の単語 du（ド

ゥー）に、別れを決意しながらも、なお「ぼく」のなかに残る「あなた」への愛の思いが

暗示されると同時に、「ぼく」が自ら身を引くことによって、「おだやか」に「あなた」の完

全性が回復される様子をアンジャンブマンの滑らかなリズムによって聴覚的に描いている。

したがって、一見したところ詩の造形の整合性を乱すと思われるこうした例外的要素も、

実はさらに上位の整合性を構成するために決定的な機能を果たしているというべきだろう。 

このように、頌歌『わびごと』においては、第 1 詩節の合一から第 2 詩節の分離へと進

む愛の逆弁証法が、各語句の意味と配語、そして構文と韻律形式による構造体として造形

されている。そして、この頌歌の構造体はＸＹＺの 3 領域からなるアスクレピアデス詩節

をふたつ上下に並べたいわば幾何学的図形をなし、その中を「あなた」を指す語句と「ぼ

く」を指す語句とが、愛の逆弁証法の論理にしたがって運動しているのだ。最後にこの幾

何学的図形の骨格を図示してみよう。なお、「あなた」を指示する語句の位置は白ヌキとし、

「ぼく」を指示する語句が占めるところには網掛けをする。また、破線は行末の抑格による

リズムのなめらかな改行の箇所を示す。 
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「幾何学」はドイツ語で Geometrie（ゲオメトリー）という。Geo-（ゲオ）は、古代

ギリシア語に由来し「大地」を意味する。また、-metrie（メトリー）は、同じく｢尺度｣

を意味し、ドイツ語の Meter（メーター）すなわち｢メートル｣と語源を同じくする。そ

して、詩の韻律を数える「韻律論」はドイツ語では Metrik（メトリク）といい、これも

-metrie（メトリー）と同語源だ。そもそも「幾何学」は、古代エジプトにおいてナイル

河が氾濫したあとで土地を再配分するための測量術に由来するといわれる。われわれは、

ヘルダーリンの詩『わびごと』について、「あなた」と「ぼく」それぞれの韻律的領域

を測量し、各行にわたってその領域の変化する運動を解析したのだから、「幾何学」の

原義を思えば、これを｢詩の幾何学｣と称してもよいはずだ。  

 

 

5. 「詩作」と「思索」 ―ヘルダーリンとカントとハイデガー 
 

そもそも詩人は、ことばを素材とした芸術作品の制作が任務とはいえ、意図してここま

で厳密にことばを並べて作品を構築できるものなのだろうか。確かに、ヘルダーリンの残

した手稿に窺われる詩作の過程をみると、詩人が配語や主要語句の作品内での幾何学的配

置を考えて詩作していた気配はある。残念ながら、われわれの頌歌『わびごと』について

は、ヘルダーリン自筆の手稿は紛失しており、その制作過程を知るすべもない。また、こ

の作品の意図に関する詩人自身の証言が残されているわけでもない。したがって、われわ

れがこの作品において解析したあの愛の逆弁証法の論理構造や幾何学的図形も、詩人の意

図に基づくかどうかは確認できない。 

しかしながら、テクストについて分析しその意味を解明し論じる営みがテクスト解釈だ
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とすれば、そこで、認識されるテクストの相貌と内実は、必ずしもテクストの原作者が意

図したそれと一致するとはかぎらない。いやむしろ両者は絶対に一致しえない。解釈者が

原作者と同一の視角から、同一の関心をもって作品に向かうことはありえないし、そうし

ようと思っても、それは不可能だからだ。これは、かつてガーダマーの『真理と方法』

（„Wahrheit und Methode“, 1960）で展開された解釈学の理論においても、「別様な理解」（anders 

versehen）の必然性として認識されていたことだ29。それにもかかわらず原作者の意図した

ところをテクストから読み取ろうとすること、テクストの意味をではなく、テクストにお

ける原作者の意図を認識の対象とすることも、最終的にその目的を達成できるか否かは別

として、テクストを研究するひとつの可能性ではある。このような研究にこそ、そして、

しばしばそれに限ってのみ学問性を認めようとするとき、そこには、特殊な真理概念が基

準となっている。原作者の意図に還元すること、原作者の意図と解釈された意味との一致

に解釈の正しさの保証を求めること－このような文献学的実証主義とでもいうべき立場

には、カントがその『純粋理性批判』にいう「認識とその対象との一致」（Übereinstimmung 

einer Erkenntnis mit ihrem Gegenstande）を基準とする近代的真理概念が、暗黙のうちに前提さ

れているのだ。けだし、『純粋理性批判』には次のように記されている。 

 

Was ist Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie nämlich die Übereinstimmung der Erkenntnis 

mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt, und vorausgesetzt […].30 

真理とは何か
．．．．．．

。真理の名称の説明、真理とはすなわち認識とその対象との一致であるというの

が、ここでは与件であり、前提である［…］。 

 

ところが、原作者の意図と解釈された意味との一致を解釈の目標とすることは、テクス

ト解釈のきわめて特殊なひとつの可能性にすぎないのであって、テクストの意味するとこ

ろは、原作者の意図した意味に限定されるわけではない。それどころか、原作者が意図し

たかもしれない意味とは相容れない意味になることもある。テクストの解釈にあたっては、

原作者の意図の解明に縛られる必要はなく、むしろ原作者が思いもよらなかったかもしれ

ない意味を発見してゆくことに、解釈の意義と創造性を認めることもできるだろう。 

このように文献学的実証主義がテクスト解釈の唯一の方法論的可能性ではないとすれ

ば、ヘルダーリンの作品テクストにおけるディオティーマも、歴史上にかつて存在したズ

ゼッテ・ゴンタルト夫人に還元する必要はない。ヘルダーリンにおけるディオティーマを

ズゼッテに重ね合わせる習慣はあらためられねばならないとの指摘もある 31。ヘルダーリ

ンの抱いたズゼッテ像が作品におけるディオティーマ像を構成する要素のひとつとして作

品の解釈に反映されることは排除される必要もないが、また、作品の解釈がそのズゼッテ

像に縛られる必要もない。ディオティーマはあくまでも作品テクストの一部だから、ディ

                                                        
29 Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960, S. 280. 
30 Kant: Kritik der reinen Vernunft, A58/B82. 
31 注 18 に記した Gaier: Diotima, eine synkretistische Gestalt はその主旨（S. 144）で、ヘルダーリンにお

けるディオティーマ像の多様な要素を分析している｡ 
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オティーマにおいてズゼッテはテクスト化されているわけだ。それどころか、ディオティ

ーマはズゼッテとは無関係といってもいいかもしれない。したがってテクストとしてのズ

ゼッテは、作品テクストに語られた事象が実証主義的意味での歴史的事実と異なるのと少

なくとも同程度の意味で、歴史上のズゼッテとは異なる。 

頌歌『わびごと』を解明するにあたって、われわれは、ヘルダーリンとズゼッテとの愛

と別れという歴史上の事件を念頭においていた。それが、作品テクストにおける「あなた」

を「ぼく」が愛する女性として解釈する土壌だった。しかし、テクスト自体には「あなた」

すなわち du（ドゥー）とあるだけで、この 2人称の人称代名詞はそもそも女性を指すと決

まっているわけではない。それは男性を指すことも可能なのだ。ドイツ語の 1 人称代名詞

ich（イッヒ）も同様だ。それを男性のみを指す日本語代名詞「ぼく」で訳せたのは、ズゼ

ッテを愛したはずのヘルダーリンがこの作品の原作者であることを念頭に置いていたから

だ。ここには抒情詩における 1 人称代名詞は詩人を指すのが通例という文学的伝統の裏付

けもある。テクスト化された詩人を指す人称代名詞 ich（イッヒ）の解釈も歴史上の人物で

あるヘルダーリンに依拠していたのは確かだ。とはいえ、われわれが頌歌『わびごと』を

解析するにあたって、テクストの意味を歴史的事実へと還元することを目的としたわけで

はない。このような文献学的実証主義は、個別の歴史的事象が芸術作品におけるテクスト

化によって一般化された過程を、ふたたびもとの個別事象へと特殊化するといえば分かり

やすいだろうか。これに対して、われわれは、歴史的事象に関する伝記的情報をテクスト

解析のためのひとつの手がかりにして、テクスト本体における各語句の意味と配語、そし

て構文と韻律形式によって構成された意味複合体を解析した、いいかえれば発見したのだ。 

それでは、われわれが試みたテクスト解析の正しさ、あるいは解釈の真理性を保証する

基準は何だろうか。それは、頌歌『わびごと』の原作者ヘルダーリンが意図した意味との

一致ではなく、テクストにおいて解析された事象の総体としての意味複合体が示す整合性

というべきだろう。テクスト解析は、テクストにたとえ整合性を乱す矛盾要素があったと

しても、そこに矛盾としての意味を見いだすことによって、意味複合体に組み込む。そこ

では矛盾が止揚され新たな整合性が生まれる。それは『わびごと』の第 2 詩節 2 行目末尾

の 2人称代名詞 du（ドゥー）と 2 行目から 3 行目への移行のリズムの例に見たとおりだ。

意味複合体としてのテクストが示すこのように開かれた整合性は、テクスト解析が明らか

にする意味的無矛盾性といってもよい。ヘルダーリンの『アンティゴネーへの注解』にい

う「詩的論理学」もこのことを示唆しているのだろう。 

カントの『純粋理性批判』が「認識とその対象との一致」と並ぶもうひとつの真理の基

準、すなわちあの「真理の少なくとも消極的な試金石」（der wenigstens negative Probier-stein 

der Wahrheit）を挙げて、真理の認識における「一般論理学」の役割を説明していることは、

すでに本論はじめに確認した。そこで引用した箇所の少し前には、次のような一節もある。 

 

Also ist das bloß logische Kriterium der Wahrheit, nämlich die Übereinstimmung einer Erkenntnis mit den 

allgemeinen und formalen Gesetzen des Verstandes und der Vernunft zwar die conditio sine qua non, 
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mithin die negative Bedingung aller Wahrheit […].32 

だから真理に関する論理的にすぎない基準、すなわち悟性ならびに理性の一般的そして形式的

法則と認識との一致はたしかにあらゆる真理の不可欠条件であり、したがって消極的な条件で

ある。 

 

ここでいう「悟性ならびに理性の一般的そして形式的法則と認識との一致」は、簡単に

いえば論理的無矛盾性だ。そして、この論理的無矛盾性はテクスト解析の妥当性の基準と

しての意味的無矛盾性の一部をなすが、意味的無矛盾性ないしは意味的整合性は論理的無

矛盾性に尽きるわけではない―こうした洞察に基づくのが、ヘルダーリンの『アンティ

ゴネーへの注解』にいう「詩的論理学」にほかならない。そこには、「哲学が扱うのは、魂

の能力のひとつにすぎず、このただひとつの能力を記述すれば全体を示したことになり、

論理といわれるのもこのただひとつの能力における各部
．．

の連関にすぎない。これに対して

詩は人間のさまざまな能力を扱う」33と記されていた。 

ヘルダーリンの頌歌『わびごと』について「愛の逆弁証法」として解明してきたのは、

その「詩的論理」にほかならない。詩は言語の意味ばかりでなく、他のさまざまな機能

を動員する。たとえば、言葉が喚起する形象あるいはイメージとその組み合わせ、修辞

のさまざまな形態や語句の文法的機能と配置、さらには韻律とリズム、子音の響きに母

音の音色などの音声的機能もある。もちろん言語の概念的そして論理的機能も無視でき

ない。そして『わびごと』において顕著なのが、詩の幾何学的構造だ。そこには、言葉

の意味が喚起する内面的表象だけでなく、物理的意味で視覚的また聴覚的機能も働いて

いる。「詩の幾何学」も「詩的論理学」の構成要素にほかならない。「詩は人間のさまざ

まな能力を扱う」とヘルダーリンがいうのは、こうしたことだろう。 

そのような詩のテクストは作者である詩人の意図する意味とは異なる意味を喚起す

るのであるから、詩の言語は詩人が考えたことや感じたことを表現する道具として利用

されているのではない。むしろ「詩作」はすぐれて「言語が人間を通じて語る語り」（das 

[…] Sprechen, das die Sprache durch den Menschen spricht）34であるというべきなのだ。そし

て、ハイデガーの「思索」（Denken）もこうした「詩作」（Dichten）に寄り添いつつ「一

般的論理」（allgemeine Logik）とは別の「論理」（Logik）をもって「考える」（denken）試み

なのかもしれない。そうだとすれば、ハイデガー自身がその「思索」において、詩のほ

とんど内容的な意味を解明することによってしか、「詩作」に呼応していないのは惜し

まれてしかるべきだ。「言語が語る」とき、内容的意味を理解する「能力」（Vermögen）

以外にも「人間のさまざまな能力」（die verschiedenen Vermögen des Menschen）35が求めら

れるというのは、ほかならぬヘルダーリンの、ハイデガーが自らの「思索」において、

その「詩作」に呼応しようとした詩人の指摘だからだ。少なくとも、われわれが『わび

                                                        
32 Kant: Kritik der reinen Vernunft, A59f./B84. 
33 上記の注 10 を付した引用文の一部。 
34 Heidegger (wie Anm. 7), S. 87. 
35 上記の注 10 を付した『アンティゴネーへの注解』からの引用を参照。 
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ごと』で試みたように、「詩的論理」の解明を通じて「詩作」に寄り添うことで、われ

われがモットーに掲げた「人間は言語の語る通りに語る。言語が語るのだ」36という箴

言ともいうべき含蓄ある言葉も、ハイデガーの『思索とは何か』における次の命題とと

もに、おのずと理解できるのではないだろうか。 

 

Dichten und Denken benutzen nie erst die Sprache, um sich mit ihrer Hilfe auszusprechen, sondern 

Dichten und Denken sind in sich das anfängliche, wesenhafte und darum zugleich letzte Sprechen, das 

die Sprache durch den Menschen spricht.37 

詩作と思索は決して、それらが言語の助けで自分の思いを発言するためにはじめて言語を

使うのではない。そうではなく、詩作と思索は言語が人間を通じて語る語り、それ自体が

原初的で本質的、そしてそれゆえに同時に究極的な語りなのである。  

 

Teruaki Takahashi 
Poesie und Philosophie oder Dichten und Denken bei Hölderlin 

― Überlegungen anhand der Ode „Abbitte“ 
 

 

 

 

                                                        
36 出典は上記の注 1 を参照。 
37 上記の注 34 に出典を記した語句で終わる一節。 
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存在と神を結ぶもの 
―ハイデガーの Abgrund の思索1― 

 

茂 牧人（青山学院大学） 

 

 

ハイデガーは、『カントの純粋理性批判の現象学的解釈』（1927 年／28 年冬学期講義）に

おいて、プラトンやアリストテレスやカントが凌駕されているということは意味のないこ

とであり、外面的な進歩などというものは哲学にはないと述べた後、しかし今や「カント

を、彼が自分自身で理解していたよりもよりよく理解するという要求」（GA25, 3）につい

て論じている。つまり、カントを正しく源泉に遡って理解するときに、私たちはカントが

自分自身を理解していたよりもよりよく理解できるのではないかと。 

今私たちの時代において、存在や神という概念は、意味を失っている。そのようなとき

に、存在や神の概念の源泉や基盤に遡って正しく理解するという解体の作業を行なう必要

がある。それによって、その概念が今語られているよりも、よりよく理解できるようにな

る。そのような解体の作業を繰り返し行なうことによって、その概念の本来の意味を回復

するのである。 

中世哲学以来一般的に神は、存在として捉えられている2。しかしハイデガーは、その存

在の思索において旧来の通俗化された存在概念を克服しようとした。存在は、存在者では

ないし、ましてや事物存在者（Vorhandenes）でもないのである。またニーチェ以来旧来の

形而上学で前提とされてきた神は、死んでしまった3。神は、もはや絶対者あるいは無限者

として事物存在者のように表象されてはならないのである。ここでもう一度存在と神につ

いて思索しなおす必要がある。ハイデガーは、まさにこの課題に取り組んだのである。今

存在と神と人間とは、どのように思索されなおされなければならないのか。そのとき彼は、

聖書に示された信仰の生の事実性やドイツのキリスト教神秘思想に立ち返り、その伝統の

中から新たな思索を開始した。それが 1930 年代の彼の思索に結実していくのである。今回

は、その 1930 年代を中心に展開された彼の思索の見取り図を描きたいと思う。 

従って第１節で、まずハイデガーが、存在を深淵・脱根拠・脱根底（Abgrund）として

                                                        
1 ハイデガー・フォーラム第４回大会において、筆者は、「存在と神を結ぶもの ―ハイデガーの

無底の神学」と題して研究発表を行なった。筆者は、そこでシェリングの無底（Ungrund）の思索

が、ハイデガーの深淵・脱根底（Abgrund）の思索と親縁性があるのではないかと述べたが、質疑

において、シェリングの無底とハイデガーの深淵・脱根底の概念の差異などについてもっと詳しく

述べる必要があるとの指摘とそれに伴いタイトルの変更の要請を受けたので、その部分を削除して、

タイトルも変更した。従って本論は、直接ハイデガーの深淵・脱根底としての存在の思索から入る

ことになった。最終的に筆者は、その深淵・脱根底の概念が、存在と神を結ぶ重要な概念であるこ

とを述べ、その思索は、実はドイツのキリスト教神秘思想の伝統の中で思索されていることを主張

するという構成になった。 
2 E. Coreth, Gott im philosophischen Denken, Stuttgart Berlin Köln, 2001, S.106. 例えば、トマスは、「神は自存

する存在そのものである（ipsum esse per se subsistens）」（『神学大全』（I.4.2）と述べている。 
3 F. Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd.3, München, 1980, S.480f. 
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捉えていった思索を年代順に追っていきたい。取り上げる著作は、「根拠の本質について」

（1929 年）、『形而上学入門』（1935 年）、1930 年代の真理論の諸著作、さらに『哲学への寄

与』（1936 年‐38 年）、最後に『根拠律』（1955 年／56 年冬学期講義、1956 年講演）である。

そこで存在が深淵・脱根底として思索されてくる。第２節において、その深淵・脱根底と

しての存在に関わる神の思索を論じる。そこでは『哲学への寄与』と『真存在の歴史』（1938

年／40 年）を用いて、ハイデガーの神の思索の意図を解明する。結びで、その存在と神と

の思索の位置づけと意義について論じようと思う。 

 

 

第１節 ハイデガーの深淵・脱根底について 
 

１）「根拠の本質について」（1929 年）における深淵・脱根底について 
本書において、ハイデガーは、まだ存在自身の思索を展開してはいない。存在論的差異

を、現存在の超越（Transzendenz）に基づけようとしている。存在者が、命題の内に現れる

根拠として存在者が前述定的に開示されている存在（者）的真理（ontische Wahrheit）とそ

の存在者の現れを可能にする存在の真理を思索する存在論的真理（ontologische Wahrheit）

の区別を現存在の超越に基づけようとする。つまり現存在の超越とは、現存在自身が世界

へと超投（Überstieg）することであり、この超投において現存在が存在者の中に入り、存

在者と交渉できることを意味している。 

しかしこの超越は、自由として根拠への自由となる。しかもこの根拠への自由は、基づ

けること（Gründen）として、１．建立すること（Stiften）、２．地盤を受け取ること

（Bodennehmen）、３．根拠づけること（Begründen）の３つの働きとなる。ここでは第１の

建立することと第２の地盤を受け取ることとの関係が重要となる。両者は、『存在と時間』

の内・存在の投企（Entwurf）と被投性（Geworfenheit）の契機に相当するといえる。本書

は、存在論的差異を、現存在の世界への超越に基づけていた。その超越は、世界への超越

として根拠への自由であった。それ故第１の投企にあたる建立することの働きが、より重

要であったはずであり、それを徹底化していくことで、存在論的差異を根拠づけることが

できるはずであった。 

しかしハイデガーは、この論考の最後に以下のように述べるのである。「しかし現存在

は、世界を投企する、存在者の超投において自己自身を超投しなければならない。それに

よって自己をこの高まりから真っ先に深淵・脱根底として理解することになる」（GA9, 174）。

この超投つまり投企の徹底化の果てに、自己の足元に深淵・脱根底を覗き見ることになる

のである。現存在の世界への超越に一切を基づけようとするときに、その試みは破れをみ

るといっているのではないだろうか。超越論哲学の徹底化の果てに、その挫折を意味して

いるともいえる。 

さらにその次の段落で、ハイデガーは、「しかし根拠への自由の意味での超越が最初に

して最後に深淵・脱根底と理解されるならば、それとともに現存在の存在者の内でのまた

存在者による捕捉と名づけられることの本質が先鋭化される」（GA9, 174f.）と述べるので
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ある。つまり、根拠への自由の第１の契機の建立することと第２の契機の地盤を受け取る

こととの相反する緊張関係、投企と被投性との力のせめぎあいの根源に深淵・脱根底が潜

んでいることを意味している。投企を徹底化するときに、被投性の力が増し加わってくる。

「すべての世界投企は、それ故被投的なものである」（GA9, 175）といえる。そしてその源

として深淵が広がっている。投企と被投性とのせめぎあいの緊張関係の元に破れを見るこ

とになる。つまり深淵・脱根底が潜んでいる。従ってこの深淵・脱根底は、「無力（Ohnmacht）」

（GA9, 175）といえるのである。 

ただハイデガーは、この深淵・脱根底が、投企と被投性とのせめぎあい、緊張関係を出

現させるとは言っていない。深淵・脱根底は、根拠への自由を出現させる根拠であるとい

う積極的な論述はない。しかし少なくとも、二つの相反する力の緊張関係の淵として深淵・

脱根底をみていることは確かであろう。 

この 1929 年の段階では、ハイデガーは、この投企と被投性の緊張関係とその源にある深

淵・脱根底とを現存在の世界・内・存在あるいは超越の中に見て取っている。つまり、存

在の真理の問題は、まだ現存在の世界・内・存在の場面で理解されている。それ故ここで

の深淵・脱根底は、現存在自身の足元に広がる深淵であるといえるであろう。 

 

２）『形而上学入門』（1935 年）における深淵・脱根底について 
では次に『形而上学入門』（1935 年夏学期講義）においては、どうであろうか。まず形

而上学の問いは、存在の問いとなることが述べられる。そこからハイデガーは、存在の語

源が３つあるという。第１にゲルマン語の ist に当たるもので、これは生を意味する。第２

にゲルマン語の bin や bist に当たるもので、光の中に発現する、現象することを意味して

いた。第３にゲルマン語の wesen に当たるもので、これは住むことや滞在することを意味

している（GA40, 74f.）。 

さらに「存在と生成」「存在と仮象」「存在と思索」「存在と当為」という存在に対抗す

る語義を考えることによって存在を限定しようとする。ハイデガーが、深淵・脱根底を論

じるのは、その中でも「存在と思索」の節である。 

思索（denken）とは、もともとロゴスのことであった。ロゴスは、「集めること（sammeln）」

（GA40, 132）、「集約態（Gesammeltheit）」（GA40, 136）を意味する。そこからハイデガーは、

ロゴスとは、「互いに離れようとするものを根源的に一つにする統一」（GA40, 140）である

という。つまりロゴスは、互いに分離し対抗して争っているものを一つの従属性へ齎すこ

とになる（GA40, 142）。 

さらにそこからパルメニデスの「思索（noein）と存在とは同一である」という言葉を解

釈して、ノエインは聴き取ること（vernehmen）を、つまり引き受けること（hinnehmen）

を意味しているという（GA40, 146）。この聴き取ることとしてのノエインは、存在と同一

なのである。ここで思索と存在を主観と客観という近代の図式で考えてはならない。そう

すると主観が、自分の外に立てた対象を観察することになってしまう。そうではなく、存

在とは、フュシスとして、現象すること、非覆蔵性の中に踏み入ることであるから、そこ

にはその現象を聴き取り、受け入れるものが帰属しているはずである（GA40, 147）。それ
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故、存在が支配するところには、聴き取ることも生起する。聴き取るという知が働くので

ある。従って存在には、聴き取る人間が従属していることになる。存在と思索は、相互制

約する。それ故、存在と人間は、相即するのである。従って人間とは、存在から規定され

なければならない。しかも存在とは、まさに「ポレモス、つまり存在の相互‐抗争におい

てのみ、神々と人間との相互分離・出現（Auseinandertreten）がでてくる」（GA40, 153）こ

とを意味しているのであるから、その神々と人間との相互分離・出現を一つにする集約態

を聴き取ることによって、人間は存在に従属し、本来の姿となるのである。 

ハイデガーは、ここからソフォクレスの『アンティゴネー』の「不気味なものはいろい

ろあるが、人間以上に不気味にぬきんでて働くものはない」（GA40, 155）という言葉を論

究する。そこで彼は、人間を不気味なもの、つまり「深淵・脱根底（Abgrund）」（GA40, 158）

として捉えるのである。これは何を意味しているのか。人間とは、単なる理性の能力をも

った動物と規定できはしない。そうではなく、人間にとってはなはだしく居心地の悪いも

の、つまり「根底において海や大地よりももっと離れ、もっと制圧的なもの」（GA40, 165）

こそが、「そもそも人間がようやく自分自身で人間としてありうるための根底」（GA40, 166）

であることを意味する。 

つまり、人間は、この存在の相互抗争（Auseinandersetzung）、ポレモスによって本質を規

定されているのであり、そこに聴き従うときに始めて本来の人間となるのである。ここか

ら考えられることは、この神々と人間との相互抗争を集約し、そこに聴き従うことが、人

間の本質であるということである。 

しかもこの相互抗争の根源として、深淵・脱根底が潜んでいるという。ここでも、神々

と人間との離脱・出現（Heraustreten）という相反する働き、緊張状態を集める存在の思索

の源に深淵が口を空けていることが示唆されるのである。 

しかもこの深淵・脱根底は、「無」（GA40, 161）と述べられ、さらには「死」（GA40, 167）

とも呼ばれる。「人間は、死ぬようになったとき初めて逃げ道なく死に対しているのではな

く、絶えずしかも本質的に死に対しているのである。人間は存在している限り、死の逃げ

道のなさの中に立っている。そのようにして現‐存在は、生起する不気味さ自身である」

（GA40, 167）と述べる。この深淵・脱根底は、たえず無や死として人間の根底であること

がわかる。 

ここでハイデガーは、存在を人間の本質として述べている。しかもその存在は、神々と

人間との離脱・出現としての相互抗争である。さらに、その根源には無あるいは死として

の深淵・脱根底が広がっているのである。 

 

３）1930 年代の真理論における深淵・脱根底について 
1930 年 7 月 14 日カールスルーヘにおいて、同年 10 月 8 日ブレーメンで、同年 12 月 11

日フライブルクにてハイデガーは、「真理の本質について」にあたる講演を行なった。（こ

の講演は、1932 年夏にはドレースデンにおいても行なわれた。）1930 年 9 月 2 日付けのブ

ルトマン宛の手紙には、これらの講演のヴァリアント版の講演をマールブルクでも行なう

ことを告げていて、そのテーマは、「哲学することと信仰すること」の予定であると述べて
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いる4。当時ハイデガーは、ブルトマンから講演を依頼されていた。その内容は、真理の本

質を扱っている。ハイデガーは、当時神学と哲学の役割をはっきりとわけるべきだと考え

ていたようであるが、この真理を省察する中で哲学者としての神学への応答を考えていた

といえる。 

さて、今現在『ハイデガー全集 第 9 巻 道標』に収められている「真理の本質につい

て」は、これらの講演の原稿をもとにして書き改められ、1943 年に刊行されたものである。

その書はまず、命題の真理は、自由に基づくことを押さえた上で、しかしその自由は、存

在者を存在させることを意味しているのであり、脱存しつつ真理にさらされていることを

主張している。ここで初めて真理が自由を得させると述べるのである。さらにハイデガー

にとってその真理は、アレーテイアとして捉えることにあった。つまり覆蔵性

（Verborgenheit）を取除くこととして真理を捉えるのである。ここで真理は、覆蔵性と非

覆蔵性との運動として捉えられることになる。 

ただハイデガーは、1943 年の版では、「この存在者全体の覆蔵性は、露現しつつ既に覆

蔵されつつ留まっている、そのようにして覆蔵へと関わっている存在させること自身より

も古い」（GA9, 194）とある箇所は、1930 年の講演の版では、「この存在者全体の覆蔵性は、

露現しつつ既に覆蔵されつつ留まっている、そのような存在者自身を存在させることと同

じくらい古いし、またただ同じくらい古い」5と述べられていたようである。ハイデガーが、

講演から出版までの 13 年間に真理の覆蔵性と非覆蔵性との運動、両者の緊張関係について

何度も問い直し、検討している様子が伝わってくる。1930 年版では、覆蔵性は、存在者を

存在させることと同じレベルで捉えられているのに対して、1943 年版では、覆蔵性は、存

在者を存在させることより古く、その根拠であることが示される。つまり 1943 年には、存

在の覆蔵性が、真理の根拠であると主張する。言い換えれば、非真理が、真理の本質であ

るという主張へと至るのである。 

ここで記された真理の緊張関係、覆蔵性と非覆蔵性とのせめぎあいについては、『真理

の本質について ―プラトンの洞窟の比喩と「テアイテトス」』（1931 年 32 年冬学期講義）

や『存在と真理』所収の「真理の本質について」（1933 年 34 年冬学期講義）においても生

き生きと記述されている。両者においてプラトンの『国家』にでてくる洞窟の比喩を用い

て、真理論が論じられる。囚人が、洞窟から引きずりだされて、太陽の輝く地上にでてく

る第３段階が、覆蔵性から非覆蔵性へと導かれる段階である。しかしその後その囚人が、

洞窟に戻り皆を説得しようとするときに、殺されてしまう第４段階は、非覆蔵性から覆蔵

性へと戻っていく段階となる。つまり、真理の覆蔵性と非覆蔵性との運動は、洞窟の中と

外との行き来の運動として捉えられる。それ故 1931 年 32 年冬学期講義では、この事態を

「根源的抗争（Kampf）」（GA34, 92）と呼んでいるし、さらには「橋をかけること

（Brükenschlagen）」（GA34, 92）とも呼んでいるのである。さらには 1933 年 34 年冬学期講

義では、「最も内的な対決（Auseinandersetzung）」（GA36/37, 184）と考えられる。この当時
                                                        
4 A. Großmann u. C. Landmesser (Hrsg.), Rudolf  Bultmann / Martin Heidegger Briefwechsel 1925-1975, Frankfurt a. 

M. u. Tübingen, 2009, S.136. この講演は、結局 1930 年 12 月 5 日に行なわれた。 
5 A. Rosales, Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger , Den 

Haag, 1970, S.311. 



存在と神を結ぶもの（茂牧人） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.4 2010  

 

 
 

81 

非真理と真理との運動、覆蔵性と非覆蔵性との運動を最も強力な緊張関係・抗争として思

索していることが理解できると思う6。 

以上の事態は、さらに『芸術作品の根源』（1935 年／36 年）においても継続して思索さ

れることになる。物議をかもしたゴッホの靴の絵やギリシア神殿という芸術作品において、

存在の真理が現れているという。芸術の本質は、「真理がそれ自体を作品へと据えること」

（GA5, 25）である。その真理は、「世界と大地の闘争（Streit）」（GA5, 35）である。誤解を

恐れずに言ってしまうと、ここでも覆蔵性と非覆蔵性との闘争が述べられていることがわ

かる。 

しかしさらにハイデガーは、この著作で覆蔵性と非覆蔵性との闘争の緊張関係自身を問

うている。両者の関係は、対等であるのか、それともどちらかが根拠となっているのであ

ろうかと。そして「拒絶することとしての覆蔵は、…明け開かれたものの明け開きの始ま

りである」（GA5, 40）という。つまり、真理の運動は、単なる対等な運動なのではなく、

覆蔵性が、非覆蔵性の根拠となっており、非真理が、真理の本質であるということを結論

するのである。 

そしてさらに『哲学への寄与』（1936 年‐38 年）の「基づけ（Gründung）」のフーゲにお

いても真理の問題が論じられる。ここで存在の真理は、存在から可能となった現‐存在の

存在の思索自体が存在であるような存在と現存在との対向振動の出来事・性起（Ereignis）

として、また時‐空として捉えられた後、その根源として深淵・脱‐根底（Ab-grund）が

潜んでいると思索される。「真理は、出来事・性起の真理として基づける。この出来事・性

起は、それ故根拠としての真理から概念把握される。つまり原‐根底（Ur-grund）。この原

‐根底は、自己を覆蔵するものとしてただ深淵・脱‐根底（Ab-grund）として開示されて

くる」（GA65, 380）と述べられる。真理は、覆蔵性と非覆蔵性との緊張関係の運動であっ

たが、そこには深淵・脱‐根底が開けているのである。 

しかしここで注意しておかなければならないことは、この深淵とは、ただ穴が空いてい

るということを意味しているのではない。それは、深淵・脱‐根底という根拠・根底なの

である。確かにハイデガーは、この根拠・根底としての深淵・脱‐根底（Ab-grund）の働

                                                        
6 実は、1931 年 32 年冬学期講義においては、プラトンの洞窟の比喩の分析から真理の分析を行なっ

た後にさらに、善のイデアの分析を行なっている。この存在の真理の現れと隠れとの運動には、存

在を超えたものが潜んでいることが洞察されているのである。洞窟の比喩の第３段階における太陽

に当たるものが、善のイデアである。ハイデガーは、この講義で善のイデアについて「言い表しえ

ないもの（das Un-sagbare）」（GA34, 97）であるといっている。ハイデガーは、「イデアであること

が、存在にとって力を授けることまた存在者を開示させることを意味している限り、この善のイデ

アが凌駕していることは、このイデアは、存在それ自身をまた真理をそもそも凌駕していることを

意味している」（GA34, 108）と述べる。ここでは、ハイデガーが、存在の真理を超えた次元を見出

していることが大事なことである。善のイデアは、「存在それ自身を可能にするのでありまた非覆

蔵性自身を可能にすること」（GA34, 109）なのである。ここでもハイデガーは、覆蔵性と非覆蔵性

との緊張関係、闘争の根源に、それを超えた次元を見出そうとしており、さらにその次元が、存在

の真理を可能にしている根拠であることを述べる。しかしプラトンの善のイデアが、存在と真理を

超えて、存在と存在の真理を可能にしていることと、ハイデガーが、存在を深淵として捉えている

こととの間には、違いもある。確かに両者は、存在を超える次元を示唆するということでは同じで

あるが、善のイデアは、真理を可能にする真理自身であるのに対して、存在の深淵は、真理の可能

根拠として真理を超えたものであるという点で異なっていると思われる。 
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きについて詳しくは語っていない。しかしそれは単なる穴のようなものなのではなく、原

‐根底（Ur-grund）としての脱‐根底（Ab-grund）なのである。つまり、一つの根底の場

であると同時に、根底自身が脱落していることを意味している。根底が脱落しつつ根底と

いう場を形成しているのである。このことから、存在の真理は、判断中止を迫るアルキメ

デス的点のようなものにはならないことがわかる。深淵・脱根底の場は、覆蔵性と非覆蔵

性との対抗運動、せめぎあいが出現してくる場であり、そのような根底・根拠として深淵・

脱‐根底なのである。 

1935 年までは、現存在としての人間の超越の足元に、あるいはまた、人間の本質として

深淵・脱根底をみていた。1935 年の『形而上学入門』では、存在と存在を聴き取る知とし

てそこに帰属している思索との関係が問われつつ、存在は神々と人間とのポレモスとして

捉えられていた。そしてその根源として深淵・脱根底が開けていることが指摘された。し

かるに 1930 年代以降ハイデガーは、人間の思索の契機が存在の中に帰属し、存在の真理を

問うことになっていた。存在の真理は、覆蔵性と非覆蔵性との闘争であった。しかも 1936

年以降では、その覆蔵性と非覆蔵性との闘争としての存在の真理に根拠・根底としての深

淵・脱－根底（Ab-grund）があることが省察されるのである。ここで深淵・脱根底の本来

の姿が現れてきたといえるであろう。いずれにせよ、この深淵・脱根底は、投企と被投性

の緊張関係、神々と人間のポレモス、覆蔵性と非覆蔵性との闘争とが出現してくる根拠・

根底として深淵・脱根底なのである。 

 

４）『根拠律』における深淵・脱根底について 
この深淵・脱根底の思索が頂点に達するのは、『根拠律』（1955 年／56 年冬学期講義、1956

年講演）においてであるので、この項目の最後に省察しておきたい。 

この著作は、ライプニッツの根拠の命題「いかなるものも根拠なしにあるのではない

（Nihil est sine ratione）」の考察から入る。それは二重否定文であるが、肯定文に直すと、「す

べてのものは根拠をもっている」というふうになる。しかしこの根拠すなわちラチオは、

近代以降の惑星的エポックでは主観・客観関係において見られた因果律としての原因とみ

なされる。しかし実は、そのような因果律の原因は、根拠のある一つの側面でしかない。

そこでアンゲルス・シレジウスの『ケルビムのごとき遍歴者』の中の「薔薇は何故なし（ohne 

warum）に咲く。薔薇は咲くが故に（weil）咲く」という詩句を取り上げ、実は薔薇が咲く

のは、何故なしにではあるが、なぜならなし（ohne weil）ではないという。つまり、因果

律の原因という意味では、何故なしではある。しかし実をいうと因果律の原因とは異なる

根拠がある。今ライプニッツの Nihil est sine ratione という命題を、nihil と sine を強調して

読む読み方から、raito と ist を強調して読む読み方へと転換する。そうすると根拠と存在が

同一である読み方ができる。しかしその根拠とは、因果律の原因ではなかった。それ故存

在としての根拠（Grund）は、脱去しており、覆蔵しているのであるから、深淵・脱‐根

底（Ab-Grund）なのであるという。 

ここでハイデガーは、存在を深淵・脱根底としての根拠として思索する。私たちは、こ

れまで存在をアルカイ、原因（アイチオン）、ラチオ、ウアザッヘ、プリンチピエンとして
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捉えてきたが、それらはすべて存在を捉え損なっているのである。つまり理性が、自らを

根拠づけしようとする限り、その根拠づけからは、存在は抜け出てしまうのであり、それ

故、根拠は、深淵・脱‐根底となるのである。 

この著作において、ハイデガーは、完全に存在を深淵・脱根底として捉えるに至る。し

かし考えてみれば、「根拠の本質について」において超越論哲学が挫折する瞬間を深淵とし

て捉えた考え方は、この『根拠律』においても生きている。つまり、主観性が自らを根拠

づけようとするときに、その試みが挫折するのは必然であることを述べているのである。

深淵・脱‐根底としての存在は、主観性が理性の能力を使って作り出すことも、捉えつく

すこともできない。むしろ逆に思索がそこから可能となる場なのである。思索は、存在か

らの命運としてやってくるのである。 

さらにその深淵・脱根底としての存在は、「死」として捉えなおされることになる。「遊

びの本質が事象に即して根底としての存在から規定されるであろうか。あるいは我々が存

在と根底を、深淵・脱‐根底としての存在を遊びの本質から思索しなければならないので

あろうか。この場合の遊びとは、我々が、現存在の最も極端な可能性として最高のものを

存在とその真理の明け開けにおいてよくする死の近くに住む限り、我々がただそれ自身で

あるような、我々死すべきものたちがそこへともたらされる遊びであるのだが」（SG, 186f.）

という。存在は、決して自然科学の因果律で究明されるものでも、主観性という人間の理

性的能力によって根拠づけられるのでもなく、死によって支えられているのである。『根拠

律』のここで深淵・脱根底は、死であることが告げられる。存在は、死という人間を圧倒

するもの、人間の手の届かないところにおいて示される。存在は、人間の理性の支配を逃

れるもの、人間の認識や言語の届かないところでありつつ、同時にそこから人間の思索が

出現してくる根源なのである。それ故存在は、深淵であるのだ。 

 

 

第２節 神の思索 
 

ハイデガーは、以上のように 1930 年代以降存在を深淵・脱根底として思索してきた。投

企と被投性との緊張関係、神々と人間とのポレモス、非覆蔵性と覆蔵性との闘争という相

反する力の働きの淵源として深淵・脱根底が広がっていることが明らかとなった。それら

自身が存在を意味しているのである。今や存在は、深淵・脱根底として捉えられる。しか

もそれは死を意味していた。死が圧倒的に迫ってくるときに、我々人間は、人間の本質を

知ることになる。ハイデガーにとっては、そのような神秘の次元に初めて神が関わってく

るのである。その神は、最後の神あるいは神々と呼ばれるが、今回は『哲学への寄与』と

『真存在（Seyn）の歴史』においてみていこうと思う。［ハイデガーの神は、神を事物存在

としないために単数形で語るか、複数形で語るかを未決定にしている（GA65, 437）。］ 

ハイデガーの思索する最後の神は、存在に現れる。「存在は決して神自身の規定ではな

い、存在とは、神の神になること（Götterung）が必要としているもののことである。完全

に神から区別されたままで留まるために。存在とは（形而上学の存在者性のように）テイ
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オンやデウスまた＜絶対者＞の最高で最も純粋な規定でもなく、…」（GA65, 240）と述べ

られる。また「真存在（Seyn）とは、神々によって必要とされているものである」（GA65, 438）

と述べられる。ハイデガーは、神を語るとき必ず存在の次元で語ろうとするのである。 

『真存在の歴史』においても、「真存在＜の＞語において神性は―人間存在に向かい合

って―人間存在とともに大地と世界との闘争にやってくる」（GA69, 31）と語られ、また

「あらゆる神よりも真存在は、始源的である」（GA69, 132）とも述べられる。つまり『真

存在の歴史』においても、存在の思索が根本にあり、そこに神が現れるという構造を取っ

ていることがわかる7。 

しかしその存在とは、深淵・脱根底なのである。それ故、神あるいは神々が現れるのは、

その深淵・脱根底としての存在においてであるといえる。『哲学への寄与』においても「＜

個人的な＞また＜大衆的な＞体験において神が現れることはまだない、唯一真存在自身の

深淵・脱根底の＜空間＞においてのみ現れる」（GA65, 416）と述べられる。また「＜神々

＞は真存在を必要としていることが、神々を深淵・脱根底（自由）へ動かし、あらゆる根

拠づけや証明を拒絶することを表現している」（GA65, 438）と語られる。また『真存在の

歴史』においても、真存在が深淵・脱根底であることが度々述べられ（GA69, 61, 108 ,119, 134）、

さらに「神々は、＜存在する＞というのではない、むしろ神々は神々自身に戻され投げ返

されることの深淵・脱根底としての真存在を必要としているのである」（GA69, 105）と述

べられる。 

以上からもわかるように、ハイデガーにとって、神あるいは神々は、深淵・脱根底とし

ての真存在において現れるのである。ここからさらに神あるいは神々は、深淵としての死

において現れるともいえる。 

この神は、先に述べたように「あらゆる根拠づけや証明を拒絶する」、それ故「最高の

存在者、存在者の第一の根拠、原因、また無制約者、無限者、絶対者として」（GA65, 438）

表象されてはならないのである。あらゆる形而上学また自己根拠づけまたあらゆる客観化

やあらゆる数量化を拒絶する神であるといえる。 

ハイデガーは、以上のような特徴をもつ神を「過ぎ去り（Vorbeigang）」（GA65, 412）の

神として思索する。形而上学を拒絶する神、主観性による自己根拠づけを拒絶する神、死

としての深淵・脱根底の存在に現れる神、存在と現存在の出来事・性起において現れる神、

このような神は過ぎ去りの神としてのみ相応しい。 

この過ぎ去りは、旧約聖書のいくつかの神のイメージから着想したといわれている。例

えば出エジプト記 12 章 13 節の過ぎ越し（Vorübergehen）の神のイメージ。つまり、神がエ

                                                        
7  この立場を支持する主張として、Hans Hübner, „„Vom Ereignis“ und vom Ereignis Gott. Ein 

theologischer Beitrag zu Martin Heideggers „Beiträgen zur Philosophie““, in: P.-L. Coriando (Hrsg.), „Herkunft 
aber bleibt stets Zukunft“. Martin Heidegger und die Gottesfrage , Frankfurt a. M., 1998, S. 156 を挙げることができ

る。存在と神との関係をめぐっては、ドイツでもいろいろと議論があるようである。ただ、ハイデ

ガー自身、「ヒューマニズム書簡」（1947 年）においても、「聖なるものは、しかしただようやく神

性の本質空間であるにすぎないのであるが、それ自身再びただ神々と神とのための次元を守るもの

であるが、ただ、まずもって長い準備において存在それ自身が自らを明るみに出だしきって、その

真理において経験された限りにおいて、輝き出てくるのである」（GA9, 338f.）、と述べる。つまり

ここでも、聖なる場、神々や神のでてくる場は、存在の次元であることが述べられている。 
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ジプトの民を打つとき、イスラエルの民の家を過ぎ越すという。また出エジプト記 33 章

22 節には、モーセが、神に神の栄光を示すように求めたときに、「わが栄光が通り過ぎる

（vorübergehen）とき、わたしはあなたをその岩の裂け目にいれ、わたしが通り過ぎるまで、

わたしの手であなたを覆う。わたしが手を離すとき、あなたはわたしの後ろを見るが、わ

たしの顔は見えない」8と神から言われるという物語。さらに列王記上の 19 章 11 節では、

預言者エリヤがイゼベルの手から逃れる道で出会った主の言葉は、「主は、「そこを出て、

山の中で主の前に立ちなさい」と言われた。見よ、そのとき主が通り過ぎて（vorübergehen）

いかれた」というものであった9。 

確かに、この旧約聖書にでてくる過ぎ越す vorübergehen という概念とハイデガーが用い

ている過ぎ去り vorbeigehen とはニュアンスが異なる。詳しく言えば、vorbeigehen は、立ち

寄りそして過ぎ去っていくという意味を含んでいる。さらに言えることは、ハイデガーの

過ぎ去りの概念は、決して地図上で測れる距離を意味してはいない10。決して測定できる

距離が問題となっているのではない。 

しかしポルトも述べるように、ハイデガーは、確かに vorbeigehen という言葉を用いなが

ら、旧約聖書にでてくる過ぎ越しの神のイメージを用いて、人間が支配できる、人間が把

握できる神、また主観性によって自己根拠づけする神、自己原因の神を拒絶し、人間の手

をすり抜ける出来事としての神を思索しているといえるであろう。 

従ってこの最後の神は、過ぎ去りの神として「貧窮化（Verarmung）の贈与」（GA69, 28）

を遂行する。ハイデガーは、形而上学を批判して、対象性としての存在の理解から、また

主観性による自己根拠づけから存在を解放して、深淵・脱根底の存在理解を示した。この

存在は、形而上学が示す絶対や無限を意味してはいないのである。この存在は、深淵・脱

根底として有限な存在であるといえる。しかもこの有限な存在とは、既に形而上学が示し

てきた無限と有限との対立の内にはない。この深淵・脱根底としての有限な存在理解は、

それ自身貧しさ（Armut）の思索である（GA69, 106）。「貧しさとは、出来事化・性起化と

しての真存在の本質現成である」（GA69, 110）。貧しさは、深淵・脱根底と深く、密接に関

わっている。 

それ故この最後の神自身が、貧しさの神であるともいえる。つまり、この神は、過ぎ去

りとして一地点に君臨することはない。すべての人間の根拠づけや証明を拒み、形而上学

の神として絶対者、無限者というふうに命名されることもない。そのような人間の認識や

言語化を拒み、そこから抜け出てしまうのである。そういう意味でこの過ぎ去りの神自身、

                                                        
8 聖書からの引用は、『聖書』新共同訳、日本聖書協会、1997 年を用いた。ドイツ語は、Lutherbibel Erklärt. 

Das heilige Schrift in der Übersetzung Martin Luthers mit Erläuterungen für die bibellesende Gemeinde , Stuttgart, 1964 を

参照した。 
ハイデガーは、『宗教的生の現象学』（全集 60 巻）の Anhang II において、ルター研究の成果を報

告していて、その中でルターの「ハイデルベルク討論」に言及している。その第 20 のテーゼには、

この旧約聖書の言葉「神のうしろ」（出エジプト記 33 章 22 節）という言葉がでてくる。ハイデガ

ーは、若いときから、聖書のこのような記述に慣れ親しんでいたようであり、この出エジプト記

33 章 22 節の聖句を知っていたようである。 
9 Vgl. R. Polt, The Emergency of  Being. On Heideg ger’s Contributions to Philosophy, New York, 2006, p.210 におい

て、これらの旧約聖書の表現が、ハイデガーの過ぎ去りの概念に影響を与えたことを述べている。 
10 J. Stambaugh, The Finitude of  Being, New York, 1992, p. 142. 
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貧しさの神であるともいえる。 

しかもここでは、現存在としての人間は、沈黙という語りを選ぶのである。「ここから

現‐存在のあらゆる言葉は、その根源を獲得する、またそれ故現‐存在のあらゆる言葉は、

沈黙（Schweigen）の本質にある」（GA65, 408）と述べられる。この存在と現存在との出来

事・性起とそこに関わる過ぎ去りとしての神の出来事を、人間は沈黙という仕方でのみ表

現できるのである。また『真存在の歴史』の 106 ページの図表において、「深淵・脱‐根底、

無、貧しさ」の欄の下に「静けさ（Stille）」と書かれている。つまり、この深淵・脱‐根底

としての存在の思索、過ぎ去りの神の思索には、ただ人間は静けさを通して接しうること

を示している。この沈黙と静けさの思索は、貧しさの思索であるといえる11。 

ただこの貧しさは、ただ単なる貧しさではない。ハイデガーは、ヘルダーリンの詩句を

引用して、この貧しさは、「豊かになるため」の貧しさであることを述べる12。この貧しさ

は、不要なものを捨て去る貧しさである。つまり存在からのみ人間が規定されることであ

る。人間は、一切を捨て、存在へと集中していく。そのときにこそ本来的な意味で、貧し

くなり、同時に豊かになるのである。そのために神は、貧しさを贈ってくるのであろう。 

 

 

結び 
 

ハイデガーは、1930 年代以降このように存在を深淵・脱根底として捉えていった。それ

は、存在を単なる類概念として捉える存在理解、あるいは客体存在、対象存在として捉え

る存在理解を拒絶するとともに、主観性による自己根拠づけを拒み、逆にそのような超越

論哲学の自己根拠づけが発生してくる現場を分析していたといえる。これは結局主観性の

形而上学の破れを示し、それを克服する場を確保していたのである。近代の主観性の形而

上学が、いったいどこから発生してくるのかという場を示すことでもあったのである。こ

のような存在の思索は、「形而上学に反対する考えもない。比喩を用いて語れば、哲学の根

を抜き去ることはしない。それは形而上学のために大地・根拠を堀り、形而上学のために

大地を耕すのである」（GA9, 367）。それができるのは、ハイデガーが、存在をなんらかの

判断中止を迫るアルキメデス的点として捉えるのではなく、深淵・脱根底として捉えてい

るからである。 

さらに同時に、その深淵・脱根底としての存在の場というのは、無であり、死とも言わ

れた。またその場は、貧しさの場でもあった。それ故その場は、神秘の場であり、聖性の

場であるともいえる。 

ハイデガーは、ここにこそ神が関わってくると述べる。深淵・脱根底としての存在とい

う神秘の場においてこそ、神が関わってくるのである。ハイデガーの神は、それ故形而上

                                                        
11 以上の貧しさの思索については、J. Greisch, „The Poverty of  Heidegger’s „Last God““, in: D. Pettigrew 

and F. Raffoul (ed.), French Interpretations of  Heidegger. An Exceptional Reception, New York, 2008, pp.256f. を参

照した。 
12 Vgl. M. Heidegger, „Die Armut“, in: Heidegger Studies, Vol.10. Berlin, 1994, pp. 5f. 
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学が思索する神とは異なって、形而上学の術語で捉えることのできない「過ぎ去る」神で

あった。そのような神は、存在を深淵・脱根底と捉えるのと並行して、形而上学の手をす

り抜ける。そして逆に形而上学の発生の現場を押さえることが可能となるのである。 

また以上のような深淵・脱根底としての存在と過ぎ去りの神の出来事・性起の場は、人

間の認識や言語の届かない場であった。ハイデガー自身、その場を「言い表し得ないもの」

と述べていた。それは例えば、シェリングの無底（Ungrund）の概念から受け継がれてい

るといえる。さらにこのような場は、ドイツのキリスト教神秘思想の流れの伝統を受け継

いでいるといえる。彼は、シェリング論において、シェリングの思索が展開するのは、マ

イスター・エックハルトやヤコプ・ベーメの思索の共遂行があったからだと述べる（GA42, 

204）。また『根拠律』においては、マイスター・エックハルトの神秘思想に思索の鋭さと

深さが潜んでいることを高く評価しているのである（SG, 71）。 

また実はハイデガー自身、初期のころにはルターの「ハイデルベルク討論」を詳細に研

究している（Vgl. GA60, 281f.）。さらに彼は、1924 年にマールブルクでブルトマンの「パウ

ロの倫理学」に関する演習に出席して、「ルターにおける罪の問題」というタイトルの研究

発表を行なっている 13。そこでもルターの「恵みによらない人間の力と意志とについて」

（1516 年）、「「スコラ神学反駁」討論」（1517 年）、「ハイデルベルク討論」（1518 年）、さら

に「創世記講義」（1544 年）を分析している。さらに 1961 年にはゲルハルト・エーベリン

クのルターの「人間についての討論」（1536 年）に関する演習に出席している。ハイデガ

ーは、エーベリンクの人間理解に影響を与えた。以上のようにハイデガーは、終生ルター

の神学との緊張関係の中で思索しており、それとともに神学やキリスト教神秘思想の理解

を深めていったと考えられる。 

以上のようなドイツのキリスト教神秘思想や神学の伝統の中に身をおいていたからこ

そ、深淵・脱根底としての存在と過ぎ去りとしての神の思索が展開できたのであり、そこ

から形而上学の克服が可能となったといえるであろう。 

詳しく述べると、このドイツ神秘思想の淵源には、二つの流れがある。一つは、新プラ

トン主義にまで遡ることのできる否定神学の流れである14。それは偽ディオニシオス・ア

レオパギテースの『神秘神学』をへてエックハルトやベーメへと注がれる流れである。そ

れは、神という言語化できない超越者をどのように名づけるかという問題を扱っている。

普通神は、その特定の性質を語られる。これは肯定神学と呼ばれる。それに対してそれよ

り高次の次元に否定神学がある。神は、全く認識できないもの、人間の言語によっては名

づけ得ない超越者である故、肯定的に語る神学は不可能になる。そのパラドクスを解決す

るために否定的に名づけようとする神学である。例えば「神は存在ではない」と言うふう

                                                        
13 A. Großmann u. C. Landmesser (Hrsg.), ebenda, S.263ff． 
14 ハイデガーの思索が、否定神学の伝統の中に位置づけられるとしている哲学者にデリダがいる。

デリダは、プラトンの善のイデア、エックハルトの神、ハイデガーの存在の思索が、この否定神学

の伝統に属することを述べる。ただしデリダは、本人の哲学は、決して否定神学ではないとしてい

る。Vgl. J. Derrida, „How to Avoid Speaking: Denials“, in: H. Conward and T. Foshay (ed.), Derrida and Negative 
Theology, New York, 1992. また、D. Cronfield, „The Last God“, in: C. F. Scott (ed.), Companion to Heidegger's 
Contributions to Philosophy, Bloomington, 2001, p. 213ff. も、ハイデガーの神の思索が、否定神学の思

索となっていることを指摘している。 
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にして神を否定的に名づけていく神学である。この否定神学は、単なる肯定神学に対する

否定神学ということだけでもなく、その肯定神学と否定神学とを超えるという意味での否

定神学へと展開していく15。このような試みは、人間の言語には捉えられない神を、いか

にして語ろうとするかという試みであり、神に対する生き生きとした接し方でもある。 

もう一つは、「隠れたる神の神学」であり、それがルターの思索へと流れ込んでいった。

イザヤ書 45 章 15 節「まことにあなたはご自分を隠される神、イスラエルの神よ、あなた

は救いを与えられる」という聖句に遡ることのできる神学であり、それがルターの神学に

流れ込んでいる。ルターの「隠れたる神の神学」においては16、私たちの神は、形而上学

的に思弁できる神ではなく、宗教的体験として荘厳の中に隠された神であるという点が含

まれている。神の現れの背後にある隠れた神自身であるともいえる。これは、啓示された

神と隠れたる神との対立を超えたところに存在する隠れたる神である17。このルターの神

秘思想は、神の現れと隠れを忠実に捉えている。ハイデガーは、終生ルターの神秘思想及

び神学を研究しており、その研究が、彼の思索へと影響を与えたことは間違いないといえ

る18。 

ハイデガーは、以上のような否定神学と隠れたる神の神学に由来するドイツのキリスト

教神秘思想の伝統の中で思索していた結果、存在の深淵・脱根底に現れる過ぎ去る神を思

索できたのであろう。このような存在と神との思索の試みは、「神に相応しい神（der göttliche 

Gott）」（ID, 65）、「生ける神（der lebendige Gott）」（GA5, 254）を求め、探そうとしている

                                                        
15 Vgl. T. A. Carlson, Indiscretion. Finitude and the Naming of  God, Chicago and London, 1998, p.157f. 
16 ルターの「隠れたる神の神学」には、実は３つの要点がある。そのことについては、金子晴勇著、

『ルターの宗教思想』、日本基督教団出版局、1981 年に詳しい。この書には、隠れたる神は、まず

第１に神の恩恵が、神の愛の内に現れるが、神の怒りの内に隠されるという意味での隠れを意味す

る。第２にはキリストにおいて隠される神であるという。つまり十字架上のキリストは、人間的に

は恥辱と卑賤な姿において神の人間性を現わしている。ここにおいて神は隠れた仕方で現れる。そ

して第３に上に記した形而上学を超えた宗教経験としての隠れたる神、啓示された神と隠れたる神

とを超えた隠れたる神がある。 
また、否定神学と隠れたる神の神学の区別については、2007 年に開催されたハイデガー・フォー

ラム第２回大会にいらしてくださった、グレーシュ先生より教わった。尤もグレーシュ先生自身は、

このハイデガーの思索は、否定神学の伝統にはないとおっしゃっておられるが（J. Greisch, ebenda. 
p.257）。 
またエックハルトが、否定神学とユダヤ教の隠れたる神の神学から影響を受けているとしている

ものに、H. Bornkamm, Eckhart und Luther, Stuttgart, 1936, S.7f. がある。筆者は、以上のいくつかの文

献から、ハイデガーは、デリダなどともに両方の伝統の中に身をおいて思索していると思われるこ

とを論証した。 
17 P. Althaus, Die Theologie Martin Luthers, Gerd Mohn, 1962, S. 240f. 
18 ルドルフ・ブルトマンは、1963 年に O・ペゲラーの『マルティン・ハイデガーの思索の道』につ

いての短い解説を書いている。その中で、ブルトマンは、ハイデガーは、神の問いを『存在と時間』

においては括弧にくくっていたが、その問いはハイデガーの思索の中で一定の役割を演じているこ

と、ハイデガーが、神を最高存在者とする存在・神・論としての形而上学を批判していることは、

プロテスタント神学にも通ずるものであること、ハイデガーが存在を深淵・脱根底と思索している

ことは、キリスト教の「神の意志は、理由（warum）をもっていない」という命題と対応すること、

深淵・脱根底としての存在は無とも言い表されること、また出来事・性起としての真理の思索が、

キリスト教の啓示の概念と並行関係にあること、真理の露現と覆蔵との関係は、啓示された神と隠

れたる神との関係に対応することなどを述べている。当時既にハイデガーの真理の思索が、隠れた

る神の神学と類比していることが述べられていることがわかる。A. Großmann u. C. Landmesser 
(Hrsg.), ebenda, S. 314ff. 
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試みであると思われる。 

 

註 
ハイデガーの著作は、全集ならば GA の略号を用いて、その後に巻数と頁数を括弧にい

れて文末に記した。全集の著作と他の著作との本のタイトルは下記の通りである。 

GA5: Holzwege 

GA9: Wegmarken 

GA25: Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft 

GA34: Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet 

GA36/37: Sein und Wahrheit 

GA40: Einführung in die Metaphysik 

GA42: Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit(1809) 

GA60.Phänomenologie des religiösen Lebens 

GA65: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) 

GA69: Die Geschichte des Seyns 

ID: Identität und Differenz 

SG: Der Satz vom Grund 

 

Makito SHIGERU 
Eine Verbindung zwischen Sein und Gott 

― Der Abgrund im Denken von Heidegger 
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〈形而上学に入り来った神〉 

もしくは〈形而上学から退去する神〉？ 

―ハイデガーの「存在の
．
思惟」とエックハルトの 

根本テーゼ「存在は神である」― 

 

長町 裕司（上智大学） 

 

 

野の道の周辺に滞留する、自然に発生し成長したあらゆる物の広大さが、世界を恵み授ける。

読むことと生きることの老巨匠、エックハルトが言うように、その世界の言葉の語ろうとして語

られなかったものにおいて、神ははじめて神なのである（Die Weite aller gewachsenen Dinge, die um 

den Feldweg verweilen, spendet Welt. Im Ungesprochenen ihrer Sprache ist, wie der alte Lese - und 

Lebemeister Eckehardt sagt, Gott erst Gott.（Martin Heidegger, Der Feldweg (1949), in: ders., Aus de r 

Erfahrung des Denkens ; ders., Gesamtausgabe  13, S.89））。  

 
本発表のタイトル自体は、かなり大きな課題を背負うものではある。その限りでこのよ

うな課題設定を通しての追究は、〈思惟の事柄〉に刷新的に本質帰属してくるための軌道を

明らかにすることを何よりも心がけるべきであろう。但し、上記の本タイトルが疑問符（？）

で表現されているように、〈形而上学に入り来った神〉か〈形而上学から退去する神〉かと

いう二者択一的問題設定自体が問うに値する（fragwürdig）事態となる思惟の圏域へとその

軌道は通路を開こうとしている。そのために、ハイデガーとエックハルトそれぞれに固有

な思索の追思惟と、その追思惟を経て生起・出来事（Geschehen）となる双方からの思惟の

交差（Verschränkung）が準備・開拓されねばならない1。 

                                                        
1 本論考で用いたハイデガーの著作からの引用は、全集版（Martin Heidegger Gesamtausgabe, Vittorio 

Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 1975 ff.）から以下の略号表示をもってなされ、その上で（）内に

上記の全集版からの該当ページを併記することにする。  
GA2:  Sein und Zeit (1927), hrsg. von Friedrich Wilhelm von Hermann, 1978. 
GA3:  Kant und das Problem der Metaphysik (1929), hrsg. von F. W. von Hermann, 1991. 
GA4:  Erläuterung zu Hölderlins Dichtung (1936-1968), hrsg. von F. W. von Hermann, 1991. 
GA5:  Holzwege (1935-1946), hrsg. von F. W. von Hermann, 1977. 
GA6/1:  Nietzsche І (1936-1939), hrsg. von Brigitte Schillbach, 1996. 
GA6/2:  Nietzsche ІІ (1939-1946), hrsg. von Brigitte Schillbach, 1997. 
GA7:  Vorträge und Aufsätze, hrsg. von F. W. von Hermann, 2000. 
GA9:  Wegmarken (1919-1961), hrsg. von F. W. von Hermann, 1. Auflage 1976; 2. durchgesehne Auflage 1996. 
GA11:  Identität und Differenz (1955-1957), hrsg. von F. W. von Hermann, 2006. 
GA12:  Unterwegs zur Sprache (1950-1959), hrsg. von F. W. von Hermann, 1985. 
GA13:  Aus der Erfahrung des Denkens (1910-1976), hrsg. von Hermann Heidegger, 1983. 
GA15:  Seminare (1951-1973), hrsg. von Curd Ochwadt 1986. 
GA22:  Grundbegrif fe der antiken Philosophie (Marburger Vorlesung Sommersemester 1926), hrsg. von Franz Karl 

Blust, 1993.  
GA24:  Die Grundprobleme der Phänomenologie (Marburger Vorlesung Sommersemester 1927), hrsg. von F. W. von 

Hermann, 1. Auflage 1975. 
GA26:  Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leipniz (Marburger Vorlesung Sommersemester 
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（ I ） 承前：〈存在の
．
思惟〉と〈問題としての形而上学〉 

―存在史の命運（Geschick）における「神の問い Gottesfrage」へ向けて 
 

超感覚的世界の解釈、最高の諸価値としての神の解釈は、存在それ自体から思惟されているの

ではない。神及び超感覚的世界に対する最終的な衝撃は、神、存在するものの存在するもの（das 

Seiende des Seienden）が最高の価値へと（品位を）貶められることに存する。神が認識され得ない

ものと見なされること、神の実在（Existenz）が証明され得ないと明らかにされるといったことは、

神に対する最も過酷な一撃なのではなく、現実的なものと見なされた神が最高の価値へと持ち上

げられることが正にそうなのだ。と言うのもこの衝撃は、神を信仰せず為す術もないままにぼん

やりと立っている人々から招来されるのではなく、すべての存在するものの最も存在するものに

ついて（vom Seiendsten alles Seienden）語る信者たちとその神学者たちに由来するのである。彼ら

はいつか存在それ自体を思惟することに思い至ることなくそのように語るがために、このような

思考とかの語りは、それが信仰による神学の内に介入してゆく場合、―信仰から見るならば

―端的に神の冒涜（die Gotteslästerung schlechthin）に他ならないということにその際目覚めるこ

とができないでいるのである（Holzwege, GA5, S.259-260）。 

 

この文脈は、ニーチェの言葉〈神は死せり（Gott ist tot）〉の解釈を巡って、西洋の伝統

的哲学とその密接な連関内に組成及び展開を遂げたキリスト教組織神学がニヒリズムを根

底から孕んでいることを―その諸形態を通してのニヒリズムの完成（die Vollendung des 

Nihilismus）である、ニーチェの「力への意志」としての生及び存在者の原理的解釈をも共

                                                                                                                                                                   
1928), hrsg. von Klaus Held, 1. Auflage 1978; 2. durchgesehene Auflage 1990. 

GA28:  Der deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und die philosophische Problemlage der Gegenwart (Freiburger 
Vorlesung Sommersemester 1929), hrsg. von Claudius Strube, 1997. 

GA29/30:  Die Grundbegrif fe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Einsamkeit (Freiburger Vorlesung Wintersemester 
1929/30), hrsg. von F. W. von Hermann, 1. Auflage 1983; 2. Auflage 1992. 

GA32:  Hegels Phänomenologie des Geistes (Freiburger Vorlesung Wintersemester 1930/31), hrsg. von Ingtraud 
Görland, 1. Auflage 1980; 2. Auflage 1988; 3. Auflage 1997.  

GA48:  Nietzsche: Der europäische Nihilismus (Freiburger Vorlesung ІІ. Trimester 1940), hrsg. von Petra Jaeger, 
1986. 

GA49:  Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur erneuten Auslegung von Schelling: Philosophische Untersuchungen über 
das Wesen der menschlichen Freiheit und damit zusammenhängenden Gegenstände (1809) (Freiburger Vorlesung І. 
Trimester 1941), hrsg. von Günter Seubold, 1991. 

GA50:  Nietzsches Metaphysik (für Freiburger Vorlesung Wintersemester 1941/42 angekündigt, aber nicht 
vorgetragen); Einleitung in die Philosophie - Denken und Dichten (Freiburger Vorlesung Wintersemester 
1944/45), hrsg. von Petra Jaeger, 1990. 

GA60:  Phänomenologie des religiösen Lebens. 1. Einleitung in die Phänomenologie der Religion. (Frühe Freiburger 
Vorlesung Wintersemester 1920/21), hrsg. von Matthias Jung und Thomas Regehly; 2. Augustinus und 
der Neuplatonismus (Frühe Freiburger Vorlesung Sommersemester 1921); 3. Die philosophische 
Grundlagen der mittelalterlichen Mystik. (Ausarbeitung und Einleitung zu einer nicht gehaltenen 
Vorlesung 1918/19), hrsg. von Claudius Strube 1995.   

GA65:  Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936-1938), hrsg. von F. W. von Hermann, 1. Auflage 1989; 2. 
durchgesehne Auflage 1994. 

GA66:  Besinnung (1938/39), hrsg. von F. W. von Hermann, 1997. 
GA67:  Metaphysik und Nihilismus. 1. Die Überwindung der Metaphysik (1938/39); 2. Das Wesen des Nihilismus 

(1946-1948), hrsg. von Hans Joachim Friedrich, 1999.  
GA79:  Bremer und Freiburger Vorträge. 1. Einblick in das was ist (Bremer Vorträge 1949); 2. Grundsätze des 

Denkens. (Freiburger Vorträge), hrsg. von Petra Jaeger, 1994. 
ZD:  Zur Sache des Denkens. 3. Auflage, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1988. 
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に―決定的に暴露すること（Entlarvung）への高まりの内に布置している。憤激した口調

で糾弾するかのようなハイデガーの論述は、更にヨーロッパ精神史における〈神の殺害（die 

Tötung Gottes）〉という本質事態の究明（ebd., S.260-262）へと奔流するが、ここでわれわれ

は上述の引用の中核に潜む形而上学批判を再度取り上げることに集中したい。と言うのも、

ハイデガーによれば、ニーチェの〈神は死せり〉も上記の文脈での〈神の冒涜〉も存在者

を支点とする形而上学的神学から招来された出来事だからである2。その際には、「ハイデ

ガーの形而上学理解」を改めて問い直すことがハイデガーの思惟の道を共に歩む途上での

追思惟に不可欠に属してくることになろう（本論稿Ⅰ）。然るに本発表における一つ目の眼

目は、（ハイデガーによっては、その本質体制において一括して明示的に概念化された）西

洋形而上学の存在‐神‐論的根本動向といったものの裂け目と突破を端的に露呈している

歴史的思惟の境位を、マイスター・エックハルトの存在思想・神思想から照明することに

存する（本論稿 II）。その照明からの開明が、ハイデガーと共に歩む存在の
．
思惟における「神

の問い」にどのような射影を投げかけてくるか―この問いかけからの思考が描く幾つか

の消尽線を本発表の締結部として第二の眼目としたい（本論稿 III）。しかし先ずは、ハイ

デガーの《形而上学との格闘》をその思惟の遍歴に即して素描的に叙述することに着手せ

ねばなるまい。これらの諸段階を経ることによって、「ハイデガーの〈存在の思惟〉とエッ

クハルトの〈神‐存在論的な思惟〉との歴史的対‐決（die geschichtliche Aus-einander-setzung

相互‐分け‐置き）」も初めて準備され、開かれてくると言えるであろう。 

 

I. 1. 
その前期哲学の主要著作と言える『存在と時間』公刊（1927年4月後半）直後の数年内に、

西洋の哲学的思考の伝統全体を規定してきた形而上学は、ハイデガーにとって自らの思惟

の境涯にとっての〈被投的由来〉として改めて受け止め直されねばならぬ問題へと表明化

された。そもそもハイデガーの思惟自体と（その遂行から捉え返された）哲学の可能性を

先導している「存在の問い（Seinsfrage）」とは―『存在と時間』の冒頭部の表現記述によ

れば―、かつての「プラトンとアリストテレスの探求に休む余地を与えなかった〈ウー

シアを巡る巨人たちの戦い γιγαντομαχία περὶ tῆς οὐσίας〉（即ち、τί τὸ ὄν; ―「存在

するものとは何か」―と問う古代ギリシャの哲学を勃興せしめた中心的問い）」以来、ヘ

ーゲルにおける近代形而上学の思弁的体系論理に至る西欧の哲学的伝統の内部で、この問

いの忘却化傾向に陥りつつも形而上学を推進してきた歴史的消息を有している（vgl. GA2, 

S.3）。『存在と時間』公刊部（第一部第一篇と第二篇）における準備的予備分析を通して開

拓された〈基礎存在論的fundamentalontologisch 構想〉は、「存在の
．
問い」をその本源から再

び取り返し（wieder-holen あからさまに ausdrücklich 反復し）つつ、この問いを問う特有

な存在者の存在体制に帰属する存在了解の根源的・超越論的地平へと遡源する了解的解釈

                                                        
2 Cf.「形而上学的神学は、当然に固有な種類の否定的神学である。その否定性は、〈神は死せり〉と

いう言葉において示される。それは、無神論の言葉なのではなく、その内において本来のニヒリズ

ムが完成するところの形而上学の存在‐神論の言葉なのである」（Das Wesen des Nihilismus, GA67, 
S.215）。 
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遂行からの学的投企を通して打ち立てられたのであった。然るに、存在了解の地平開示と

その統一根拠へ向けての「存在の意味」究明へと一義化された基礎存在論構想は、それ自

体としては挫折する運命を蒙ったのであり（＝『存在と時間』第一部第三篇〈時間と存在〉

の放棄）、この〈思惟の挫折の経験〉がハイデガーをしてそれまでの自らの歴史的思惟をそ

の形而上学的由来から全体的に問いに付すという境位へと転向せしめる。『存在と時間』公

刊翌年のマールブルク大学での最終講義『論理学の形而上学的始原諸根拠 ライプニッツか

ら出発して』（1928年夏学期講義）においては、この事態を「存在論がそこから出発したと

ころへとまた打ち返してゆくという内的必然性」（GA26, S.199）と表明し、哲学の学的理解

投企もその被投的由来・前提への回帰的立ち戻りにおいて「哲学する歴史的実存の存在体

制を規定する真正な有限性の自覚」に達することが述べられている。 

 

哲学の有限性は、哲学が限界に突き当たりそれ以上に進んで行けないということに存するので

はなく、哲学がその中心的な問題構制の単純性の内にその都度再び或る新たな覚醒を要請する豊

かさを宿しているということに本質を有する。基礎存在論に関して言えば、正にこの基礎存在論

という中心的な問題構制の徹底性と普遍性、そしてそれのみが、これらの諸問題はなるほど中心

的ではあるが、正にそれ故にそれらの本質性格において決して唯一なのではないということを洞

察するように導いている、ということにとりわけ注意されねばならない。換言すれば―基礎存

在論は形而上学の概念を汲み尽くすのではない（GA26, S.198-199）。 

 

哲学の成立と遂行そのものも現存在の事実性からの実存的可能性としての生起である

ことに立ち戻らせるこのテキストにおいて、「基礎存在論が汲み尽くせない形而上学の概

念」とは、当時のハイデガーによって〈現存在の
．
形而上学〉という呼称を受ける。但し、

この呼称は「現存在に固有な実存する営みからの発露であると共に、（存在の問いの内的可

能性を基礎づける）現存在の存在（＝実存）の実存論的組成をその存在者的基礎の全体に

おいて開明する形而上学」と理解されねばならないであろう（つまり、「現存在として
．．．．．．

必然

的に生起する形而上学」（GA3, S.231））。こうした〈現存在の
．
形而上学〉は、〈現存在の準備

的分析論 die vorbereitende Analytik des Daseins〉として既に着手されていた諸端緒を再び取

り返し（反復 wieder-holen）つつ根源化することへと差し当たりは遂行される（GA26, 

S.171-177）。しかし更に、超越論的な世界‐存在開示体制を実存していながらそれ自身がそ

の存在開示の内部で世界に属する存在者であるという成立構造3、即ち世界‐内‐存在を構

                                                        
3 「存在が理解（了解）することの内に与えられることの可能性は、現存在の事実的実存をその眼

前に有する、そしてこの現存在の事実的実存はさらに再び自然の事実的な眼前的直前存在 
Vorhandensein を前提に持つ。ラディカルに立てられた存在問題の地平においては正に、存在者の可

能的総体が既に現である（da ist）時にこのすべてのことはただ見え得るのであり、存在として理解

され得るのである」（GA26, S.199）。―「全体における存在者」という存在論の存在者的基礎の基

底を主題とする固有な問題構制は、基礎存在論からの内的必然性における反転（μεταβολή）によ

って本源的に取り返される―「〔基礎存在論の〕問題構制の発展、その課題と限界―反転・転

覆」（GA26, S.196）。基礎存在論との本質連関におけるこの刷新的な問題構制と課題を、ハイデガー

は「メタ存在論（Metontologie）」と命名する（ebd., S.199, 201）。メタ存在論は、「存在の問い」を問

いぬく存在論がその徹底性と普遍性において、非表明的に被投的前提としている形而上学的存在者
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成する超越論性（Transzendentalität）と現事実性（Faktizität）の両契機の差異化と統一とい

う事態の成立を司る脱自的時間性の超振動（Überschwung, GA26, S.269-270）こそは、現存

在の形而上学的本質〔＝「超越（Transzendenz）」〕を可能ならしめる最内奥の「現象学的現

象」として遡及的に見極められねばならない。超振動を〈現象学的原基〉とする時間性の

脱自的時熟の振幅運動は、「現存在という形而上学的中立性と孤立化（die metaphysische 

Neutralität und Isolierung des Daseins）」（ebd. S.171-172; 176-177）を獲得せしめる本来的な実

存出動（Einsatz 投入）を発現させると共に、現存在の実存論的体制の具体化（Konkretion）

における事実性（Faktizität）に相即する「超越論的分散（die transzendentale Zerstreuung）」

（ebd., S.173-174）の動向を有している。世界‐内‐存在を構成する超越論的構造性には常

に既にその存在者的基礎における事実性への具体化が属していることによって、超越とし

ての世界開示を実存する生に事実的振動（Schwung）と多様化（Vermannigfaltigung）‐事実

的離散（die faktische Zerstreuung）をもたらすのである。ここで現存在の形而上学的本質に

相属する「超越論的分散」は、情態性（Befindlichkeit）としての実存論的体制を成す被投性

（Geworfenheit）に基づくこと（ebd., S.174）が剔抉され得よう。 

尤も、〔『存在と時間』期に関しては〕存在了解の原事実（Urfaktum）に依拠する基礎存

在論的構想を先導していた超越論的‐地平論的思惟が自らの前提に回帰するのみならず

更にそれ自身が解体を通じて転向する事態は、ハイデガー後期の思索圏からの自己改釈

（Selbstinterpretation）をも踏まえるならば、「存在を〈根拠〉として思惟する形而上学的思

惟から、形而上学によっては隠蔽されたままに留まる形而上学の深源へ帰り行く思惟の

道」の開闢を指示している（cf.〈現れることそれ自体の本質由来が現れてくる経験へと、

とりわけ思惟が自らを係わりあわせる（sich einlassen）〉こと（vgl. GA12, S.125, 127）、「存

在者の露開性（Offenbarkeit）から立ち去って、露見せる存在者においては覆い隠されたま

まに留まる露開性そのものへの運動」（ZD, S.32））。前期ハイデガーにおいては、了解の先

行投企の根源地平へと〈解釈学的循環〉に媒介されて遡源してゆく思惟が基本であったが、

この思惟の地平拘束性からの脱却は、「形而上学の伝統によっては未だ思惟されなかった

ところのもの（Ungedachtes）」、つまり「思惟それ自体の本質由来」への思惟自身の垂直的

な自己内還帰としての〈歩み戻り Schritt zurück〉を意味した4。この〈歩み戻り〉が次の段

階で、形而上学の命運を思惟する展開を生む。 

 

I. 2 

フライブルク大学に帰還した 1930 年代以降のハイデガーにとって、形而上学としての本

質体制を有する哲学の歴史を全体として問い、自らのものとして咀嚼し直す課題が差し迫

                                                                                                                                                                   
論（die metaphysische Ontik）へと明示的に帰還しつつ（ebd., S.201）、「存在論の光の中での存在者を

その全体性において主題化する」（ebd., S.200）ことにおいて成り立つ。 
4 ここでの解釈のための示唆は、新田義弘『世界と生命 ―媒体性の現象学へ』（青土社、2001 年 9
月）所収の「顕現せざるものの現象学 ―ハイデガーの思惟の道」（同書 81-101 頁）に負うところ

が大きい。尚、中・後期ハイデガーが自らの思惟の進みゆく「息の長い運動のあり方」を特徴づけ

た「歩み戻り（Schritt zurück）」という標語を視点とする包括的解釈として、Branka Brujić, „Schritt 
zurück“, in: Richard Wisser (Hrsg.), Martin Heideg ger - Unterwegs im Denken, Freiburg/München, 1987, S.161-180
等を参照。 
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った窮境（Not）となるが、この課題は西洋の形而上学の伝統の始原に対する「従来のあ

らゆる歴史学的 historisch な調達を本質的に凌駕する忠実さ」（GA 65, S.468）においてその

命運を思惟するという覚醒をもたらす。このように形而上学としての哲学の運動の歴史が

一つの全体として
．．．

把握可能になるという思惟の境涯は、既にこの第一の始原（からの歴史）

に対する別の関与における別の始原から開設されているのである。ハイデガーは、フライ

ブルク大学哲学部第一講座正教授就任講演であった『形而上学とは何か（1929）』に 20 年

後に付加する形で『「形而上学とは何か」への序論（1949）』を書く中で、形而上学の根底

への戻り行き（der Rückgang in den Grund der Metaphysik）を〈形而上学の超克 die Überwindung 

der Metaphysik〉と表明するに至る。 

 

存在の真性（die Wahrheit des Seins）を思索する思惟は、なるほどもはや形而上学でもっては満

足しない。しかしこの思惟はまた、形而上学に逆らって思索するのでもない。この思惟は、比喩

において語るならば、哲学の根を引き抜いてしまうのではない。哲学の根のために根底を掘るの

であり、そして哲学の根のために地盤を耕すのである。形而上学は哲学の第一のものに留まる。

〔他方〕形而上学は思惟の第一のものに達することはない。形而上学は、存在の真性への思惟の

内で超克されている。「存在」への連関を担いつつ司り、存在者そのものへのあらゆる関わりを規

準となって規定する形而上学の要求は、崩れ折れることになる。けれどもこの〈形而上学の超克〉

は、形而上学を取り除くのではない（GA 9, S. 367）。 

 

「超克は、形而上学をその真理の内へと超え‐渡すこと（Über-lieferung）である」（GA7, 

S.77）とも述べられるように、〈形而上学の超克〉とは（実証主義や 20 世紀のポスト・モ

ダン的思想諸潮流が喧伝するような）「形而上学の放棄」を全く意味するものではない（「形

而上学の超克についての語りは、形而上学の格下げもまた形而上学の排除さえも志向する

ことのない意味を含有する」（GA6/2, S.335）。「超克とはとりわけ、或る学問的専門部門を

哲学的《教養》の視界から押しのけることなどではない」（GA7, S.69））。むしろ〈超克〉

は、「形而上学の本質〔現成〕を見えるようにし、そうすることによって形而上学をその境

界へと持ち来たらしめる」（GA12, S.103-104）のであり、形而上学的思惟が生い育った土壌

の原初へと立ち入って行く〈下降 Abstieg〉である。「形而上学の超克はけれども、従来の

哲学を突き放すこと（Abstoßen）なのではなく、哲学の最初の原初へとそれを刷新する意

欲なしに跳び込むこと（Einsprung）である」（GA65, S.504）。形而上学の原初へと帰向的に

立ち入って行く〈下降〉は、前期ハイデガーの思惟の遂行に本質的に帰属していた現象学

的‐解釈学的解体（Destruktion）を、形而上学の組織化された体制と歴史的伝承に対して

その「地盤の耕し直し」へと遡行せしめる〈歩み戻り Schritt zurück〉に他ならない。思惟

それ自体が自らの本質〔現成する wesen〕由来へと帰り行き、自らを固有に生起せしめる

境域（Element）から「自らの‐下に‐置かれたもの（das so unter-sich-Gelassene）を以後も

はや如何なる規定する力を有すべくもないものとして自らの後にする」（GA6/2, S.330）超

克は、〈形而上学の耐え抜き die Verwindung der Metaphysik〉とも表明される（GA7, S.77）。

この〈耐え抜き〉は、「形而上学の本質〔現成〕に向き合って取り組むのであり、存在忘却
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（Seinsvergessenheit）の耐え抜きである」（GA9, S.416）。ハイデガーの思惟の境位からすれ

ば、西洋の歴史的実存が孕むニヒリズムの克服は上記の規定における形而上学の耐え抜き

に基づかねばならず（ebd., S.414）、そのように「形而上学の根底へと戻り行く思惟は、人

間の本質の〔脱存（Ek-sistenz）への〕変化（Wandel）を共に誘引し、この変化を以って形

而上学の変換（Verwandlung）をも伴うことになるであろう」（ebd., S.368）根本事態なので

ある。 

 

I. 3 
アリストテレスに由来する形而上学における「存在論と神学（形而上学の内部からの哲学

的神論）の二重性」を問題化しその両義的体制を構造的に解明する論究を、ハイデガーは

既にマールブルク時代より度々手がけている（GA22, S.179; GA26, S.16-18; S.33; S.202; GA28, 

S.43; cf. GA3, S.220; 222; GA9, S.378-379）。しかしこの〈未だ暗がりの内にあった二重性の連

関〉は、フライブルク大学での 1929/1930 年冬学期の大部の講義『形而上学の根本諸概念 

世界‐有限性‐孤独』においては更に立ち入った究明がなされる。「存在者としての存在者

（ὂν ᾗ ὄν）」を主題とする第一哲学としての形而上学の本質体制には二重の問いの方向が

存するとされ、その一方はピュシス（φύσις）に属する存在者の存在への問いであり、他

方ではそのようにピュシスに属する「全体における存在者（das Seiende im Ganzen）」を統

べるところのものへの問いである。この後者の問いにおける「ピュシスにおいて全体にお

ける存在者を統べる」超力的なもの（das Übermächtige）は、―特定の宗教的な意義刻印

を有することなく―〈神的なるもの（τὸ θεῖον）〉と表示されたことから、ピュシスにお

ける個々の存在者からもピュシスの如何なる領域からも眼を転じ（μεταβολειῖν）、この転

換を通じて本来的に存在するものへと問いの眼差しを向けることになる。アリストテレス

の許では、このような思惟の眼差しの〈転換〉を通じて、「存在者としての存在者」の存在

を問う存在論一般と「全体における存在者を統べる神的存在者」への問いとしての神学（ἡ 

θεολογική）との統一が »困惑の内にある学« としてその構想可能性において問題化され

ていたのである（以上、GA29/30, §11; §12）。ハイデガーは、1930/1931 冬学期講義『ヘー

ゲルの精神現象学』の末部において、「存在への問い」がプラトン／アリストテレス以来の

存在論的伝統において―たとえ概念的には即応して展開されていなくとも―〈存在

（者）‐神‐論的（onto-theo-logisch）〉であったと述べると共に、デカルトに端を発しヘー

ゲ ル に お い て 終 極 す る こ の 形 而 上 学 の 伝 統 は 「 存 在 ‐ 神 ‐ 自 我 ‐ 論 的

（onto–theo-ego-logisch）」体系として展開され、実体性から解き明かされる事象自体（＝精

神 Geist）の現象化（外化 Entäußerung）を主題とする存在論と絶対者である精神自身の自

己還帰（内化 Erinnerung）の運動を視点とする神学が知の自己関係を成立・生成せしめる

自我主体（精神）の媒介過程によって完結するに至ることを見て取っている（GA32, S.183; 

209; cf. ebd., S.141）5。 

                                                        
5 Cf. Annette Sell, Martin Heideggers Gang durch Hegels „Phänomenologie des Geistes“ (Hegel-Studien, Beiheft 39), 

Bonn 1998, S.136ff.; 村井則夫「媒介の論理とその彼方 ―ハイデガーの「精神現象学」講義をめぐ

って―」（『現代思想』総特集「現象学 知と生命」、2001 年 12 月臨時増刊号、141–155 頁）。  
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存在者からして（vom Seienden her）その最も一般的規定としての《存在》、及び存在者

へ向けてその根拠・原因として思考された形而上学的《存在》（cf. GA6/1, S.478）は、存在

者性（Seiendheit）という規定の下に支配された存在である（GA67, S.16; S.77）。凡そ存在論

といったものの学的形成が可能となる根拠としての〈存在論的差異（die ontologische 

Differenz）〉は、既に古典的形而上学の主導的問い（die Leitfrage der Metaphysik）の内にもう

ごめき作用しているのであるが（cf. Beiträge zur Philosophie, GA65, S.465; 468）、この差異を差異
．．

として
．．．

その差異化が現出する在り処において究明するという、凡そ（形而上学としてのそ

の遂行をも含めて）哲学的営為の存立の由来（Herkunft）へと遡源しつつ思惟を透徹する

課題は、形而上学自身には属してはいない6。形而上学は、存在論的差異の動性に則ってで

あるが存在者の側から存在を表象思考するのであって、「存在者性（Seiendheit）と存在者

との区別化が形而上学の本来的骨組みを成している」（GA48, S.298）。例えば『ヘーゲルの

経験概念』（1942/43）の中でハイデガーは、《精神現象学》において〈意識の経験〉が叙述

へともたらされるその現象知（das erscheinende Wissen）の対象性を「形而上学的に差異化

された存在者性」の規定から捉え返している（GA5, S.175f.; 187ff.）。 

形而上学の成立契機となる「存在者としての存在者そのものの存在」への問いと「全体

としての存在者を統べるもの」への問いの両契機は、（形而上学自身によっては思惟される

ことのない）その〈統一〉と共にその〈区別化〉を保持する。このことによって、この区

別化を本源とする「何‐存在（Was-Sein）」と「事実‐存在（Daß-Sein）」の区別（GA67, S.173）、

つまり essentia と existentia（ebd., S.81）というラテン中世の存在論を通して際立たしめられ

た（存在者性としての）存在の根本意義分節（cf. GA24, S.109-110）が支配的となった。ニ

ーチェの形而上学においては、存在者そのものの本質（何‐存在）が「力への意志（Wille 

zur Macht）」と規定され、「永遠回帰（Ewige Wiederkehr des Gleichen）」と言い当てられる〈全

体における存在者の如何に在るか Wie〉から存在者それぞれは事実‐存在の性格を受け取

るとされる（GA50, S.35; GA67, S.215）。然るにハイデガーの洞察が表明しているように、形

而上学を先導しているこのような「存在者と存在（存在者性）の区別化、また何‐存在と

事実‐存在への存在者性の区別化」（GA49, S.196）は、「それ自身〔形而上学的に〕根拠づ

けられておらず、現前化と恒常性における区別として（als Unterschied in der Anwesung und 

Beständigkeit）」（GA66, S.372, Anm.b）作動している。平板化した現在性に依って立つ「現前

化と恒常性」としての存在理解が形而上学を拘束していることは、以後ハイデガーの形而

上学批判の収斂点となる7。 

1938/39 年に成立していた論稿『形而上学の超克』の中で、〈形而上学と《神学》〉と題

                                                        
6 〈存在論的差異〉と命名された、凡そ哲学としての思惟の成立にとっても根底的な現象学的事態

を巡る、ハイデガーの思惟の境涯を通しての究明とその変遷については、拙論「「存在‐形而上学」

に対立する〈存在の思惟〉? ―トマス・アクィナスとマルティン・ハイデガーとの、未だ貫徹さ

れざる歴史的対‐決（eine geschichtliche Aus-einander-setzung）へ向けて―」（上智大学『哲学科紀

要』第 35 号、2009 年 3 月、23-87 頁）を参照。 
7 形而上学の超克（die Überwindung der Metaphysik）というモットーの意味規定の変転も含め、ニー

チェとハイデガーの形而上学理解の分岐に関しては、Pascal David, „Der Metaphysikbegriff  bei 
Nietzsche und Heidegger“, in: Hans-Helmut Gander (Hrsg.), „Verwechselt mich vor allem nicht !“ Heideg ger und 
Nietzsche (Martin-Heidegger-Gesellschaft Schriftenreihe Bd.3), Frankfurt a. M., 1994, S.109-126 を参照。 
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する一草稿は更に次のように述べる― 

 

形而上学とその本質変容の領域においてのみ、〈神〉への関与は或る〈宗教的 religiös〉関与で

ある―或る religio、第一の原因及び統御へと元に戻る結び合わせ（Rückbindung）である。Religio

という概念は、形而上学的（meta-physisch）である、即ち、存在者から出発してそれ自体として

最高の存在者―それは原因となるものであるから、〈最も存在するもの das Seiendste〉である

―が回帰的に結び合わされるのである。その際このような〈最高の〉存在者が通常、そして今

日でも未だ〈実存哲学〉において、〈神〉と呼ばれるのである。 

この混乱はプラトンとアリストテレスの許で開始されたのだが、それは存在者性（Seiendheit）

への問いが見相（形相 εἶδοs）及び共通なるもの（κοινόν）の意味であからさまに立てられ、そ

れにもかかわらずよりによって善（ἀγαθόν）そして造物主（δημιουργόs）及び不動の第一動者

（τὸ πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον）が措定された瞬間においてであった。それ以来、存在者として

の存在者（ὂν ᾗ ὄν）と神的存在者（θεῖον）―〈存在論〉と〈神学〉―のもつれた絡み合い

〔が支配している〕（GA67, S.95）。 

 

このテキストに明らかなように、形而上学の存在史的規定（die seynsgeschichtliche 

Bestimmung）は以降ハイデガーの思惟の境涯に本質的に帰属するものとなる（besonders 

GA66, S.372ff.）。存在史的規定において、「形而上学は原初から立ち去る進行（Fort-gang）

としての存在の歴史」であり（GA6/2, S.444）、「形而上学は存在それ自身の歴史の一つの時

代を画するもの（Epoche）である」（GA5, S.265; GA6/2, S.440）8。但し、存在史的規定に依

拠するならば、形而上学の各段階を帰属せしめる「脱去のその都度の遠さ（die jeweilige Ferne 

des Entzugs）」―存在の離れ去り（die Seinsverlassenheit）―は形而上学には隠蔽された

ままなのであり、形而上学の時期（Epoche）はその都度存在それ自体のエポケー（εποχή）

によって規定された存在史である、と言える（GA6/2, S.347）。 

 

I. 4 
「形而上学の存在‐神‐論的体制」ということでハイデガーは、西洋の伝統的形而上学

においてはピュシスにおいて在る存在者の存在が「基づける根拠（der gründende Grund）」

として既に前もって考えられてしまっていることを指摘する（Die onto-theo-logische Verfassung 

der Metaphysik, in: GA11, S.66f.）。形而上学は、存在者としての存在者（ὂν ᾗ ὄν）を一般性に

おける（als καθόλου ὑπάρχοντα）と同時に「全体における存在者」へと統べる最高の神

                                                        
8 1938/39 年の論稿『形而上学の超克』中の或る箇所では、次のように註解される―「存在史とは、

合理的に（rational）思惟され得るものではなく、設計図や（何かヘーゲルの意味で）進展の系列

（Schrittfolge）に従って演繹され得るのでもない。本質的なものは、原初性とその覆蔵（die Anfänglich- 
keit und ihre Verbergung）である。ここでは、すべてが前もって予見・予知され得ないものに留まる。

或る歴史の進行の《全体叙述》といったものも、ここでは何も明確化することができない。何故な

ら存在の真理性への跳入は、その度毎により原初的に準備されるべきであり、呼び‐求め

（An-spruch）への覚悟が目覚めさせられねばならないからである」（GA67, S.165）。〈存在史的見地

からの形而上学の超克〉に関して、Rainer Thurnher, „Gott und Ereignis: Heideggers Gegenparadigma zur 
Onto-Theologie“, in: Heidegger Studies, Vol.8, Berlin, 1992, S.81-102; S.95f.を参照。 
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的なるもの（τιμιώτατον ὄν - θεῖον）＝超力的なるもの（das Übermächtige）において統一

的に思惟する体制を本質とする（ebd., S.68; cf. GA67, S.90）。従って、存在するものを存在

するものである限りにおいて究明する「存在（者）論
．

Onto-logik」は、同時に全体におけ

る存在者そのものを根拠づける「神（的なるものの）論
．

Theo-logik」であり、両者の統一

は存在者の存在として前もって思考されている「基づける根拠（der gründende Grund）」と

しての Λóγοs（ratio）に釈明を与える語り（Logia）という性格を有する（ebd., S.66; cf. GA66, 

S.391）。このように開明されることによって、〈神（の問題）はどうのように哲学に入り来

ったのか〉が照明される。即ち、「全体における存在者そのものを、取り集める（das Einen 

als Versammlung）根拠（Λóγοs）としての存在から究明し根拠づける思惟」は、存在‐神‐

論としての形而上学である（ebd., S.67; S.75–76）。更にこの「根拠（Λóγοs）としての存在」

は、究極の根拠（ultima ratio）へと根拠づけが遡源することにおいて、それ以上背進不可

能な第一原因、更には自ら自身にとっての原因（causa sui）としても表象化されることにな

る（ebd.）9。 

但し形而上学それ自身は、（ 1）どのような統一性から存在論（Onto-logik）と神論

（Theo-logik）が互いに共属するのか、（2）その統一性はどのような由来を有するのか―

これらの問いを思惟することはなく、更に（3）（その統一性が統一化する）「存在者」とそ

の「基づける根拠」としての存在という差異化されたものの差異を差異としてその差異化

が現出する在り処を究明する、といったことは形而上学には属していない。そして正に、

（1）（2）（3）を思惟し得ず、思惟されないままに置くことが、形而上学の存在‐神‐論的

本質体制なのである（ebd., S.67-68）。 

形而上学的神学は、端的に存在者としての10存在者（ὂν ᾗ ὄν ἁπλῶς）をその根拠・始元

（ἀρχή）としての最高の神的なる存在者へ向けて考察することを本質体制として成立する。

「神的なるものが始元的に前もってかつその都度現前するもの（ das zuvor und je 

Anwesende）と解釈され得る限り、第一哲学（ἡ πρώτη φιλοσοφία）はそれ自身において

〈神学（ἡ ἐπιστήμη θεολογική）〉なのである」（GA66, S.373）。 然るに、これまでの批判

的究明によって暴き出された〈形而上学の存在（者）‐神‐論的体制〉から哲学的思考に

                                                        
9 但し、スアレス（Francisco Suárez, 1548 - 1617）からデカルトを経てのヨーロッパ近世において足場

を固める理神論的動向と連繋した存在‐神‐論の展開が、〈自己原因という形而上学的要求〉を初

めてユダヤ‐キリスト教に固有な神の理解にそのまま当てはめてしまうのであって、少なくともト

マス・アクィナスやマイスター・エックハルトにおいてはその神理解から〈自己原因〉という概念

は排除されている。ハイデガーが「形而上学による、自己原因としての神」に言及する箇所として、

GA11, S.67; 77 を参照。 
10 ὂν ᾗ ὄν の ᾗ（= qua; als）は、形而上学において思考されることなく留まるのに対して、「形而上

学の根底へ戻り行く」移行的な思惟はこの ‚ ᾗ ‘ をそれ自体として問う。「ᾗ が思考されないままで

あることによってその際挙示されるところのものは、企投方向（Entwurfsrichtung）、企投の開け、

そのものとしての企投一般である。そのようなものが存すること、そして根拠及び根拠づけるもの

として必要とされることを、形而上学は νοῦς, ratio, Vernunft として説明・解明する。型どおり定式

的に形而上学的問いから指示を受けるならば、以下のように述べることができるかもしれない。移

行的な思惟は ᾗ（= qua; als）を問うが、それは ᾗ の本質現成化（Wesung）においてであり、しかも

この本質現成化が原存在（Seyn）自体に帰属するものとして認識され、そのことによって原存在の

真理性が問い究められるものとなる、というあり方においてである」（GA66, S.387f.）。 
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入り来たった〈神〉は、《神的な神（der göttliche Gott）》11の在り処が共に問題化され得る

思惟の経験を土壌としているのであろうか？―尤もハイデガーにとって、形而上学的神

学における〈神〉が「真正な信仰に培われた神」の生ける脈動から乖離していることの指

摘（「この神に人間は祈ることもできないし、供え物を捧げることもできない。自己原因〔で

ある神〕の前に人間は畏敬から跪くことも、音楽を奏したり踊ったりすることもできない」

（GA11, S.77））は、この問いが問われるために核心となる準拠枠を成しているのではない。

むしろ、西洋の哲学的伝統と神を巡っての学的言明のあり方（即ち、神学）に決定的な刻

印を与え近代に至ってもその影響作用史を形成してきた形而上学が、その（存在‐神‐論

という）ニヒリズム的本質体制の明るみ化によって最内奥から動揺せしめられるに至った

存在史の状況において、「神の問い」の在り処の所在究明（Erörterung）もその内に帰属し

てくる思惟こそが問題なのである。 

 

キリスト教信仰の神学であれ哲学の神学であれ、神学というものをそれが生じ来たった由来か

ら経験した者は、思惟することの領域において神について沈黙することを今日においては選び愛

好する。と言うのは、形而上学の存在‐神‐論的性格が思惟にとって問うに値する（fragwürdig）

ものとなったからであるが、それは何らかの無神論に基づくものではなく、存在‐神‐論におい

ては未だ思惟されることのなかった形而上学の本質の統一が自らを示すようになった思惟の経験

からなのである（GA11, S.63）。 

 

この「神について沈黙すること」が理論もしくは実存的な無神論（Atheismus）へと態度

を取ることでないこと（cf. GA65, S.439）は、ヘルダーリンが詩作（Dichtung）の本質を新

たに創設することに相即しての「或る新しい時代」の規定に関するハイデガーの言明から

も明白である。 

 

それは、逃げ去った神々と到来する神の時代である。それは乏しき時代である、何故なら或る

二重の欠如（Mangel）と無い（Nicht）の内にあるからである。つまり、逃げ去った神々はもはや

無く（Nichtmehr）、到来するものは未だ無い（Nochnicht）という事態の内に（GA4, S.47）。 

 

われわれはハイデガーの「神について沈黙すること」を、『哲学への寄与論稿』におけ

る「先見 Vorblick」と題された最初の部分で〈原存在とその黙思化（Seyn und seine 

Erschweigung）〉が語り出される箇所（GA65, S.78f.）から始めて、「はじまりの思索（das 

anfängliche Denken）」の移行（Übergang）性格の様式を規定する根本気分である「慎ましさ

（Verhaltenheit）」と共に、黙秘学（Sigetik）とも呼称される「現‐存在の内立的（in-ständlich）

な持ち堪え」の動性から開明する道行きを必要とするだろう。未だ残されたこの課題はこ

こに留めるとして、「はじまりの思索（das anfängliche Denken）」としての存在の
．
思惟から

開設される「神の問い」の在り処についてハイデガーが示唆を与えている講演『転回（Die 

                                                        
11 „der göttliche Gott“というハイデガーの表現に関しては、GA6/1, S.288; 327; GA5, S.255 等を参照。 
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Kehre）』の中の次の箇所を以って、ここで一先ず結びとしたい。 

 

神が生きているのか死んだままであるのかは、人間の宗教性（Religiösität）によって決定される

ものではなく、なおさら哲学や自然科学の神学的な諸々の期待あふれる抱負（Aspirationen）によ

って決まる訳ではない。神が神であるかは、存在の Konstellation（布置・情勢）から、そしてそ

の内部で自性生起する（sich ereignen）のである（Die Technik und die Kehre, S.46(GA79, S.77)）。 
 

 

（ II ） マイスター・エックハルトにおける 
〈神‐存在‐論的（theo-onto-logisch）〉思惟  

―エックハルトにとっての、思惟そのものの基盤テーゼ 
「存在は神である（Esse est Deus）」の開明 

 

〈形而上学の存在（者）‐神‐論的体制〉という問題構制を巡ってハイデガーから触発

されつつ新たな議論を投げかけている思想家として、ジャン＝リュック・マリオン（Jean-Luc 

Marion, 1946-）の名が挙げられよう。今日の宗教哲学、及び通常キリスト教哲学と呼び得

る一定の伝統からの批判的継承あり方についても影響力を有するマリオンは、以前に公表

した或る大部の論述「聖トマス・アクィナスと存在‐神‐学」12の結論部で、その考究を

一先ずは総括しつつ次のように述べている。 

 

トマス的な思惟が、形而上学の存在‐神‐学的構成がもつ三つの特徴に異議申し立てをしてい

ることについては、議論の余地がない。① 神は形而上学の領野（主題あるいは対象）のうちに組

み込まれていないし、ましてや存在者の概念のうちに組み込まれていない。② もろもろの存在者

とそれらの存在〔共通一般的な存在〕の神による根拠づけは、確かにある因果性に属している。

しかし、この因果性は相互的な関係をまったくもたず、その結果、存在は（概念的に）神を根拠

づけてはおらず、神の存在の現実態
．．．．．．

は、その現実態が存在をおのれのうちで規定するという厳密

にその限りにおいて、あらゆる概念から逃れている。③ 以上のことは、次の事実の内で確証され

ている。すなわち、原因もなく、根拠づけもなく、おのれの存在の現実態と混同されるような自

己自身の本質さえももたない神は、自己原因
．．．．

がその範型を指し示すような形而上学的な自己‐根

拠づけをおのれに禁じている、ということである。しかしながら、聖トマス・アクィナスは形而

上学の存在‐神‐学的構成がもつほかの二つの特徴に関するあらゆる曖昧さを取り除いたわけで

はない。④ 創造に関する形而上学的なあらゆる解釈を取り除くためには、神と被造的な存在者と

の間に、因果関係が相互に成立していないということで十分であろうか。とりわけ神が、存在者

だけでなく、（創造されたものである共通一般的
．．．．．

な存在
．．．

としての）存在者の存在をも因果的に根拠

づけているという事態は、形而上学において最高存在者が存在者だけでなくその存在をも根拠づ

けているという事態と同一視されないのであろうか。これら二つの問いに対する返答が、最初の

                                                        
12 Saint Thomas d’Aquin et l’onto-théo-logie, Revue Thomiste 95, 1995, pp.31-66. 
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問いについては、神がどこまで最高存在者に接しているのかを知ることに因っているということ、

次の問いについては、存在の現実態がどこまで存在それ自身の領域に属しているのかを知ること

に因っている、ということに直ちに気づかされよう。⑤ したがって、ここから最後の問いかけが

生じるのである。もしも神が存在の現実態として、存在
．．

esse と本質
．．

essentia のあらゆる実在的な

複合、それゆえ被造的存在者性の総体を超越し、そして神における存在が、あらゆる概念も超越

しているのならば、それゆえに神は本質に関して知られざるものであり続けているのならば、そ

こから神の存在
．．

esse は、（非形而上学的でもあるものとして、形而上学がそれを受け入れている

意味での）「存在」という語をもって理解され得るものにそれでも属していると結論しなければな

らないのだろうか、あるいは神は超‐存在論的（meta-ontologique）な意味合いに適合しているこ

とが承認され得るのだろうか。最初の仮定においては、神に割り振られた存在は、（存在者とそれ

らの共通一般的な存在を）因果的に根拠づける存在‐神‐学的諸機能を、やはり神に強制するこ

とになろう。他方、第二の仮定においては、本質も概念ももたない存在の超‐存在論的超越（la 

transcendans meta-ontologique de l esse）が、―この名の下でさえも―存在‐神‐学へのどのよ

うな所属からも神を解放することになろう13。 

 

エックハルトの思考境位においては、事情はどうなのであろうか？ 〈マイスター・エ

ックハルトと存在‐神‐学〉といった論題を立てて、トマス・アクィナスと並列して論じ

ることは正当なのであろうか？14 

エックハルトにおいては、（13 世紀ラテン中世のスコラ学的遺産として他の多くのキリ

スト教的思想家とも共通して彼自身の諸テキストにも散見される）„Deus est esse“15（「神は、

固有に、それ自身のみがその本質において存在である」）という形而上学的に論拠を有する

                                                        
13 岩見徳夫氏の邦訳原稿による。引用の際には筆者にも寄贈を受けたこの邦訳原稿からであるため、

出典の頁数などは現段階では証示できないことをお断りする。尚、岩見氏によるこの邦訳は、近く

法政大学出版局よりウニベルシタス叢書の一つとして刊行される予定である。 
14 エックハルトの著作からの引用は、以下の略式表示と略号によるものとする。 

DW: Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke, hrsg. im Auftrage der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Abteilung I: Die deutschen Werke, hrsg. von Josef  Quint und Georg Steer, 
Stuttgart, 1936ff. 後続する大文字ローマ数字は巻数、S.は（同巻内での）当該頁、Z は（その頁

での）引用する行を挙示する。〔〕内は、同巻における近代ドイツ語訳の該当頁。 
LW: Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke, hrsg. im Auftrage der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft, Abteilung II: Die lateinischen Werke, hrsg. von Josef  Koch, Heribert Fischer, 
Konrad Weiß, Karl Christ, Bruno Decker, Albert Zimmermann, Bernhard Geyer, Ernst Benz, Erich 
Seeberg und Loris Sturlese, Stuttgart, 1936ff. 後続の略号表示は DW の場合と同様であるが、n.はパ

ラグラフの番号を示す。〔〕内の表示は、LW に関しては用いられない。 
以下で頻繁に引用されるラテン語著作に関しても、n.は当該著作内でのパラグラフ番号を示す。

上記以外のエックハルトの個々の著作が引用される場合には、その全タイトルと DW 或いは LW に

おける当該箇所を（）内に記すものとする。 
In Exod:  Expositio Libri Exodi, in: LW II, S.1-227. 
In Gen:  Expositio Libri Genesis, in: LW I, S.185-444. 
In Ioh:  Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem, in: LW III, S.3-650. 
In Sap:  Expositio Libri Sapientiae, in: LWII, S.301-634. 
Prol. gener.:  Prologus generalis in opus tripartitum, in: LW I, S.148-165. 
Prol. op. prop.:  Prologus in opus propositionum, in: LW I, S.166-182. 

15 エックハルトの諸テキストに散見される。 Prologus generalis in opus tripartitum n.17(LW I, S.162, Z. 2); 
ebd.,n.19(LW I, S.163, Z.10); In Exod n.158(LW II, S.140, Z.6); In Ioh. n.96(LW III, S.83, Z.11-12); Sermo 
XXIII(LW IV, S.206, Z.9f.), etc. 
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主張命題は『出エジプト記』3 章 14 節における〈神の名の告知の箇所〉を再度引用して確

証されるが、その両契機（形而上学的論拠と聖書における神の自己啓示）の密接な連繋に

とっての統一根拠（源泉）が „Esse est Deus“ と定式化される基盤テーゼであることが告知

されてくる。けれども、このようにエックハルトの基盤テーゼが成立する在り処について

の理解の先行的な企投が可能である地盤の所在究明（Erörterung）に着手するために、われ

われは『出エジプト記』3 章 14 節における〈神の名の告知〉についてのエックハルトの解

釈をその中心線に即して呈示せねばならない。と言うのも、残存する『三部作への全般的

序文（Prologus generalis in opus tripartitum）』の中に既にこの第一の基盤テーゼ（„Esse est 

Deus“）を含む断章が存し、三部作の内で後続する二つの部分（Opus quaestionum; Opus 

expositionum）が最初の部分（Opus propositionum）に依存することの範例として、第一の

根本命題（propositio）が最初の問題（quaestio）及び最初の註解事項（expositio）へと連関

することが示さるが16、この断章は５つの論証によるこのテーゼの註解的意義を有してお

り、諸論証を結ぶに当たって、「以上の前もって述べられたことには、『出エジプト記』第

3 章のかの箇所『私は在りて在る者である』が該当する」と付加的に述べられているから

である。次にこの基盤テーゼ „Esse est Deus“ は『提題・命題集への序文（Prologus in opus 

propositionum）』の冒頭部に再び定式化され、それに続く二つの前置き（praenotandae）と

四つの注記（notandae）を通して（このテーゼと相関する）存在概念が形而上学的開明に

よって敷衍されている〔他に、1326 年 9 月 26 日のエックハルトの『弁明書（Processus 

Coloniensis I）』にも、このテーゼを巡っての言及が見出せる〕。 

 

エックハルトの（『三部作（Opus tripartitum）』本文の内、唯一現存する第三の部分に当

たる）聖書註解書は、一定の聖書句に極度に集中して理性的な諸理拠（rationes）から透徹

された照明を意図するという基本性格を有するが、『出エジプト記』註解においてもこの特

徴は顕著である。問題の 3 章 14 節も、その ‛Ego sum qui sum’ 及び ‛Qui est, misit me’の二つ

の部分に関してのみ開明的な註解がなされる〔―われわれの追究する問題構制にとって

最も密接に関連する内容をここでは集約的に叙述する―〕。 

① 「わたしは存在するところの者で在る」―「わたし（ego）」「存在する（sum）」「…

するところの者（qui）」は最も固有に神に適合する、という文法論上の解明から註解は着

手される17。この内、 ‛sum’ の用法は verbum substantivum（実体詞、実体的ことば）と

いう術語をもって示唆されるが18、エックハルトの表示意図はむしろ ‛sum’ が自立的な動

                                                        
16 ① »Opus propositionum« ② »Opus quaestionum« ③ »Opus expositionum« の三つの部門での探求

において、„esse et ens, et eius oppositum, quod est nihil“（Prologus in opus propositionum n.1）について

の言明連関が他の一般術語（termini generales）と共にその中心点を成す：①’ „Esse est Deus“ ② ’ 
„Utrum deus sit“ ③’ „In principio creavit deus caelum et terram“. 三つの部門に即応する三様の言明様

式の内、命題・提題（propositio）は esse を初めとする一般術語についての主語‐述語関係からなる

単純言明（判断）の形式を有し、問題（quaestio）はそれら一般術語を学的探求の圏域へともたら

し、註解（expositio）は同じそれらの一般術語を神の啓示に基づく事柄からの聖書的コンテキスト

の内部で考察する、という構成連関を示している。 
17 In Exod, n.14(LW II, S.20, Z.1-2): „Primo quod haec tria ego, sum, qui proprissime deo convenient.“ 
18 Priscianus, Institutiones Grammaticae VIII, c.10, n.51 に依拠するが、エックハルトにおけるこの術語の他
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詞としてそれ自体において実体的威力を発揮する、ということではあるまいか？19 この

点は、直後の註解が開陳する〈神と唯一同一化される esse〉の機能と内実からして更に明

澄となる。「第二に注目すべきは、〈存在する sum〉という語はここでは命題・言明の述語

であり、ego sum と言われて、 ‛sum’ は第二の付加するもの（secundum adiacens）であるか

らである。このことは度々生じるのであるが、基体（subiectum）におけるかつ基体に関し

ての純粋な存在と露わな存在を意味表示しており、存在それ自体が基体であり、即ち存在

そのものが基体の本質なのであるが、本質と存在が同一であるということはただ神にのみ

適合することなのである。それはアヴィセンナが言うように、神の何性（quidditas）はそ

の存在性（「が在る」性 anitas）なのであって、存在（esse）が意味表示するこの唯一の「が

在る」性（anitas）以外には如何なる何性も有していないのである」20。― ‛sum’ はここ

で、神の唯一の本質表明として〈実体的に〉機能し、しかもこの自己表明が有する純粋一

人称（ego）の基体（subiectum）性格においては21〈主語と述語の同一性が本質として成立

している〉のである。存在（esse）は―〔如何なる他のものからも分離的に discretive に

語る〕第一人称の ‛sum’ の形式をもって―、神によって神について固有にその全く独自

の本質内容として表明される。然るにエックハルトにとっては、神のこの自己表明は或る

根源的な事態についての内容を呈示しているものと把握されているだけではなく、この自

己表明の構造においてこそ根源的な事態そのものの構造
．．．．．．．．．

が自らを露顕せしめるものである

ことが決定的に重要なのである22。即ち神の唯一の本質表明である ‛sum’ は、それ自体〈実

体的に〉「すべてのものを自らの力あることばによって担い支えて」23 おり、これは verbum 

substantivum としての ‛sum’ の文法上の機能構造を表明していると共に、〈主語と述語の

同一性が本質として成立している〉神の基体性において全現実（omnia）は存在（esse）

の概念内実として懐包されているという存在論的構造が開顕するのである24。 

続いて註解は、‛Ego sum qui sum’ と ‛sum’ が反復されることに因んで、次のように述べ

る。「第三に注目すべきは、わたしは存在するところの者で在る（sum qui sum）と二度言わ

                                                                                                                                                                   
の活用箇所（In Exod, n.15; In Ioh, n.8; Serm XII, I, n.123）にも、〈実体的〉が「名詞的に」を意味する

ような適用例は存しない。 
19 In Exod, n.15(LW II, S.20, Z.11-12): „Adhuc li sum verbum est substantivum. Verbum: ‛deus erat verbum’, Ioh. 

1; substantivum: ‛portans omnia verbo virtutis suae’, Hebr. 1.“ 
20 In Exod, n.15(LW II, S.21, Z.1-6): „Secundo notandum quod li sum hic praedicatum propositionis, cum ait: ego 

sum, et est secundum adiacens. Quod quotiens fit, purum esse et nudum esse significat in subiecto et de 
subiecto et ipsum esse subiectum, id est essentiam subiecti, idem scilicet essentiam et esse, quod soli deo 
convenit, cuius quiditas est sua anitas, ut ait Avicenna, nec habet quiditatem praeter solam anitatem, quamesse 
significat.“; cf. In Exod, n.18(LW II, S.24, Z.4-7): „Unde quaerenti quid sit homo vel quid sit angelus, stultum 
est respondere 《quia est》 sive hominem esse sive angelum esse. In deo autem, ubi anitas est ipsa quiditas, 
convenienter respondetur quaerenti, quis aut quid sit deus, quod 《deus est》. Esse enim dei est quiditas. Ego, 
inquit, sum qui sum.“ 

21 Cf. ebd., n.14(LW II, S.20, Z.2-4): „Li ego pronomen est primae personae. Discretivum pronomen meram 
substantiam significant; meram, inquam, sine omni accidente, sine omni alieno, substantiam sine qualitate, sine 
forma hac aut illa, sine hoc aut illo.“  

22 この解釈視点の指摘とそこからの解釈の敷衍の可能性については、cf. Meik Peter Schirpenbach, 
Wirklichkeit als Beziehung. Das strukturontologische Schema der Termini generales im Opus tripartitum Meister Eckharts , 
Münster, 2004, S.30f. 

23 In Exod, n.15(LW II, S.20, Z.12): „portans omnia verbo virtutis suae.“ 
24 尚、このように全現実の成立にとっての存在論的構造が  ‛ego sum’ の自己表明の言語的構造と連

動することについて、更に立ち入った究明とエックハルトのテキストからの臨証が必要である。 
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れる繰り返しは、神その者からすべての否定的なものを排除するので、肯定の純粋性を示

唆しているということである。更に、存在そのものの自ら自身の内への、そして自ら自身

の上への或る回帰的な転向、自ら自身に留まることと確固不動であることとを表示する。

だが加えて、ある種の沸き立つこと・湧き出で溢れること、もしくは自ら自身を生み出す

こと、〔…〕、全く自ら自身によって自ら自身全体を（完全に）透徹しつつ、そして至ると

ころで自ら自身が全く自ら自身全体の上へと転向及び翻転したものとして、光における光

であり、また光へと向かう光を意味する」25。―エックハルトに特徴的な存在理解の豊

かな彫琢を示すこの註解箇所からは、以下の中心的思考内容が観取される。「神からすべて

の否定的なるものが除去されて（excluso omni negativo ab ipso）」とは、神のみに固有な一性

（unitas）に対立する否定的なものとしての多性（multitudo ut negativum）が除去されるこ

と、即ち「否定の否定 negatio negationis」としての純粋な肯定への超出を意味する26。この

「純粋な肯定」は従って、 ‛sum’ が反復されることを通して（神に固有かつ唯一的に適合

する）存在（esse）という一般術語（terminus generalis）の単に言語論理上の概念的同一性

を示唆するのみならず、正に存在それ自身（ipsum esse）の構造上の根本性格に他ならない。

『提題・命題集への序文』第二の注記でも、「さらに、一ということばは、否定の否定であ

る。このことは、神であるところの第一にして充溢した存在のみに適合するゆえに、その

存在については何も否定され得ない。何故ならば、このような存在はすべての存在を共に

前もって有し、含んでいるからである」と述べられている27。存在そのものの構造的な根

本性格としての純粋な肯定は、「非‐差異化性 （Un-unterschiedenheit）」として、（多様性

としての比較可能な相対性の次元への転落である）否定的なものへの差異化の否定（脱去）

― negatio negationis ―であり、存在はこの自己再帰的根本動向において「端的に存

在するものである限りでの存在するもの」にその最内奥からして最も無媒介に関わってい

る、と理解される28のである。 
                                                        
25 In Exod, n.16(LW II, S.21, Z.7 - S.22, Z.6): „Tertio notandum quod repetitio, quod bis ait :sum qui sum, 

puritatem affirmationis excluso omni negativo ab ipso deo indicat; rursus ipsius esse quandam in se ipsum et 
super se ipsum reflexivam conversionem et in se ipso mansionnem sive fixionem; adhuc autem quondam 
bullitionem sive parturitionem sui …, lux in luce et in lucem se toto se totum penetrans, et se toto super se 
totum conversum et reflexum undique, …“ 

26 Cf. In Ioh, n.556(LW III, S.485, Z.5-7): „unum ipsum est negatio negationis, negationis, inquam, quam 
multitudo omnis cui opponitur unum includit; negatio autem negationis medulla, puritas et geminatio est 
affirmati esse, Exodi 3: ‛ego sum qui sum’.“ ―ラテン中世における二重否定の問題構制がアリストテ

レスの『形而上学』における「一」の「差異化されない非分割」からの発展であること、またトマ

スが否定性を「存在者における肯定的述定の、悟性による論理的操作を通しての欠如態（privatio）
化」として論理的存在（ens rationis）へ還元できるものとするのに対し、エックハルトにおいては

存在者そのものの存在論的規定として否定性が考えられていることについての概念史的展望を与

える叙述として、Klaus Hedwig, „Negatio Negationis. Problemgeschichtliche Aspekte einer Denkstruktur“, 
in: Archiv für Begriffsgeschichte, Bd.XXIV, Heft1, Bonn, 1980, S.7-33(direkt in bezug auf  Thomas, Eckhart und 
Cusanus: S.10-13)を参照。Negatio Negationis が超越論的完全性として、エックハルト（及び Heinrich von 
Gent）においては悟性的概念性を脱去した「神性である存在 esse」に専有の述定コンテキストを切

り開いていることについて、Wouter Goris, a.a.O., S.205f. 
27 Prologus in opus propositionum, n.6(LW I, S.169, Z.6-8): „Praeterea li unum est negation negationis. Propter quod 

soli primo et pleno esse, quale est deus, competit, de quo nihil negari potest, eo quod omne esse simul 
praehabeat et includat.“ 

28 Prologus in opus propositionum , n.15(LW I, S.175, Z.12-15): „Nihil ergo entitatis universaliter negari potest ipsi 
enti sive ipsi esse. Propter hoc de ipso ente, deo, nihil negari potest nisi negatio <ne> negationis omnis esse. 
Hinc est quod unum, utpote negationis negatio, immediatissime se habet ad ens.“; cf. In Sap, n.147(LW II, 
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「存在そのものの自ら自身内への、そして自ら自身の上への回帰的な転向（reflexiva 

conversio）」という表現は、新プラトン主義を源泉とし、『諸原因の書（Liber de causis）』を

も通じてエックハルトにも親しまれていた ‛ reditio completa in se ipsum ’ の理念29の展開に

おいてであるが、存在そのものを本質とする「自ら自身に留まることと確固不動」の自足

（sufficientia）が同時に「ある種の沸き立つこと・湧き出で溢れること、もしくは自ら自身

を生み出すこと」としての豊穣さ（„Primum est dives per se“）であることを開陳する30。存

在（Esse）は、その自足的豊穣性が自己再帰的に成り立つ純粋な肯定の在り処においては、

自らに異他化する否定的なるものを脱去・克服する否定性を通して「全く自ら自身によっ

て自ら自身全体を（完全に）透徹」する自己‐産出なのである。 

 

②「存在するところの者が、わたしを遣わした」―前述された註解内容に加えて、こ

こで強調される唯一の点は、「神が存在する（ ‛sum’）」における現在形に与ることにおいて

のみ「わたしを遣わした」という事態も生起し得るのであり、〈神のみが存在する〉その

存在は「神自らのものであることにおいて、同時にすべてのものの存在である」という理

解の確認である。それ故、存在 esse はそれ自体としてである限りは、すべての存在者にお

いて同一のものである31。エックハルトは、この文脈でクレルヴォーのベルナルドゥスの

『省察録（De consideratione）』からも引用して、神のみが存在するその存在においてすべ

ての存在するものも存在すること、従って、神が存在しないならば如何なるものも存在し

ないことをキリスト教信仰において合致した基本主張としている32。更に他の箇所では、

同様にベルナルドゥスの『省察録（De consideratione）』を引証して、〈神のみが存在する〉

                                                                                                                                                                   
S.485, Z.6f.); In Exod, n.74(LW II, S.77, Z.6ff.). 

29 Cf. 拙著 Selbstbezüglichkeit und Habitus. Die latente Idee der Geistmetapysik bei Thomas von Aquin , EOS Verlag, 
München, 1997, S.109-131: Die neuplatonische Idee ‛reditio completa in se ipsum’ als regulatives 
Paradigma. 

30 Cf. In Exod, n.20(LW II, S.26, Z.1-8): „Hoc autem, puta egere alio et non sufficere sibimet, alienum est 
prorsus ab essentia dei. »Primum enim est dives per se«. Cum ergo dicit: sum qui sum, docet ipsum subiectum 
sum esse ipsum praedicatum sum secundo positum, et quod ipsum agnominans est ipsumagnominatum, essentia 
est esse, quiditas est anitas, »essential sufficit sibi«, essentia est ipsa sufficientia. Hoc est dicere: »non eget 
essential alicuius entis nec eget alio extra se ad firmitatem« sive perfectionem sui, »sed ipsa essentia sufficit 
sibimet« ad omnia et in omnibus. Et hoc est proprium soli deo, talis scilicet sufficientia.“ ―この引用内容

が『諸原因の書（Liber de causis）』における prop.20 での »Primum est dives per seipsum et non est dives 
maius« に依拠することは明らかである。この問題連関の詳論としては、Werner Beierwaltes, „Primus es 
dives per se. Meister Eckhart und der ‚Liber de causis‛“, in: E. P. Bos und P. A. Meijer (Hrsg.), On Proclus and his 
influence in Medieval Philosophy , Leiden, 1992, pp.141-169 を参照。 

31 エックハルトのこのように定式化される主張は、『ヨハネ福音書註解』における「あなたは何処に

住んでいるのか」（ヨハネ 1・38）の聖書句に対するエックハルトの註解で、「神がすべての存在者

の（本来の）何処と場所である」と開明される箇所と密接な関連があると筆者は考える。その論証

内容としてエックハルトは、「神はそれ自身、すべてのものの存在であり、始原であり、〔…〕すべ

てのものは神からその存在を、しかも直接受け取っている」という事態を呈示し、その論拠として

「存在と存在者それ自体
．．．．

の間には、如何なる媒介も存在しない」という根本前提を挙げている。 Cf. 
In Ioh, n.204; 205. 

32 In Exod, n.22(LW II, S.29, Z.3-6): „Et Bernardus V De consideratione: »quid est deus? Sine quo nihil est. Tam 
nihil est sine ipso quam nec ipse sine esse potest. Ipse sibi, ipse omnibus est, ac per hoc quodammodo solus 
ipse est, qui suum ipsius est et omnium esse,«“ - Bernardus de Clairvaux, De consideratione V, c.6, n.13(PL 182, 
796). 
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その ‛sum’ においてすべての諸々の完全性の内容が含有されていることを開明している33。 

 

以上、『出エジプト記』3 章 14 節を焦点とするエックハルトの哲学的聖書註解は、主語

と述語の同一性を本質として成り立たしめる神の純粋一人称的表明（‛Ego sum qui sum’）

を唯一の在り処とする存在理解の発酵をこそ本領とするものである。ここに固有な思考連

関を伴って顕在化する「存在（Esse）‐形而上学」は、Étienne Gilson が〈出エジプト形而

上学 Exodusmetaphysik〉と名づけて真正なキリスト教哲学の兆表としていながら34、エック

ハルトにはその新プラトン主義的否定神学の系譜に拠る一性形而上学の思弁の優位ゆえに

承認されなかったところのものである。ところが正にエックハルトの思惟の頂点において

こそ、その存在理解の彫琢は〈出エジプト形而上学 Exodusmetaphysik〉の再生と不可分に

連繋している35のをわれわれはここに見出したのである。 

 
― 基盤テーゼ „Esse est Deus“ への再省察 ― 

 

これまでの考究を通して、エックハルトが彼の組織的な『三部作（Opus tripartitum）』の

綱領的プログラムにとっての基盤テーゼとして立てる „Esse est Deus“ は、決してスコラ哲

学・神学に共通する „Deus est esse“ の単に形式的な転倒なのではないことの示唆が得られ

た。われわれはその上で、すべての形而上学的諸命題と聖書的啓示の哲学的註解（開明）

の前提として„Esse est Deus“ と定式化されるこの基盤テーゼの位置価とその理解地平につ

いて熟考したい。 

(1) „Esse est Deus“ と表明されるテーゼが „Deus est esse“ という言明に対して主要著作全

体の構成上の有機的連関においては無条件に優位を有するのは、（何らかの〈神〉とい

う観点を―それが一定の固定化する表象であれ教義的な硬直化を通してであれ―

要請することなしに）esse の主題化を志向してのみ始動する形而上学的思惟の語りと

考究が、それにもかかわらず（聖書が啓示する）神への本質連関においてこそ、そし

て esse が正にこの神の自己啓示の本質表明として同一化される在り処（‛Ego sum qui 

sum’）においてのみ本来に可能である、という根本洞察の表明によってである。即ち

この根本テーゼは、形而上学的思惟がその主題である（存在するものである限りでの

全現実を成立せしめる）存在 esse に起源しつつ、存在 esse の概念を思惟し抜くことが 

常に共に言明されるところのものの概念的な外挿化（Extrapolation）へと展開すること

を示している。 

(2) „Esse est Deus“と表明されるテーゼにおいては、„Esse“ を命題の主語にして „Deus“ が

述語に割り当てられている。然るに『問題集（Opus quaestionum）』においては、この 

                                                        
33 In Exod, n.18(LW II, S.24, Z.10 - S.25, Z.1) - Bernardus de Clairvaux, ibid. 
34 Étienne Gilson, L’Esrit de la Philosophie Médiévale, Gifford Lectures(Université d’Aberdeen), Deuxième édition 

revue. Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1943, p.45ff. 
35  Cf. Karl Albert, Meister Eckhart und die Philosophie des Mittelalters, Betrachtungen zur Geschichte der 

Philosophie II, Dettelbach 1999, S.518: „Man kann Eckharts Lehre vom Sein, bei der er sich immer wieder auf  
diese Stelle(Exodus 3, 14) beruft, als hervorragendes Beispiel dessen bezeichnen, was seit Gilson 
‚Exodusmetaphysik‘ genannt wird.“ 
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„Deus“ という述語は再び第一の問題 quaestio で主語となり（Utrum deus sit）、『註解集

（Opus expositionum）』において上記の根本テーゼとの根本相関を通して哲学的に開明

される第一の聖書箇所（ : In pricipio creavit deus caelum et terram.）の主語でもある。„Esse 

est Deus“ による存在概念と神概念の関連づけは、「何性（quidditas）」の本質言明のア

スペクトが「が在る性（anitas）」についての実在言明と合同するという概念内容を呈示

するが、存在についてのこの中心的言明の概念的内実を理解の基盤として、「神は存在

するか」という問題と「神は初めに天と地を創造した」という聖書箇所が存在につい

ての基盤テーゼの展開として存在論的に透徹され、これをもって真に »神学的な« 解

釈であり得るのである。 

(3) ‚Esse‘ と ‚Deus‘ が端的に同一であることが形而上学的思惟そのもの（そして、聖書的

啓示のことばの哲学的‐形而上学的開明）の前提であるならば、何故に両者はコプラ

としての ‚est‘ による結合を介して〈同一化〉されねばならないのか？ ―この基盤

テーゼとしての命題主張形式に関わる問いは然るに、次の三つの内部構造の段階をこ

のテーゼの定式化に読み込むことによって、一定の光明を見出す36。 

① 主語に立てられる ‚Esse‘ はギリシャ哲学における形而上学の思惟に由来する主

題化を経由して思惟を呼び求めるのに対し、述語に位置する ‚Deus‘ はヘブライ的

‐キリスト教的伝承に由来する内実においてであり、全く相異なる伝統を背景と

している。 

② 上記のように全く相異なった由来からの内実を有する両概念が、コプラとしての 

‚est‘ による結合を通して、一定の関係規定にもたらされる。 

③ ‚Esse‘ は、それ自体実体的に（ut verbum substantivum）機能する内実として、その

本来の在り処である ‚Deus‘ の意味内容として理解されない限り、Esse の本来の意

味内実を喪失し、（即ち、Deus から切り離されて Deus から外化されたものとして）

無 nihilに落ち込むことになる。この基盤テーゼにおけるコプラとしての ‚est‘ は、

‚Esse‘ から始動する思惟より歩み出て ‚Deus‘ の固有の次元へと入り来たり、再

び ‚Esse‘ の本来の意味内実の開示へ帰り来る、その生起の通路となる蝶番として

作動する。 
(4) „Esse est Deus“ と表明される基盤テーゼによって存在（Esse）の概念的内実は、端的に

神の座―多性と区別への差異化としての否定態（negativum）を否定的に脱去する「純

粋な肯定」の非‐差異化性―を在り処することが確定される。その概念的内実は、

エックハルトにとっては神にのみ固有な超越論概念 transcendentia の組織的連関へと展

開され得る。但し「本来の意味で存在はただ神のみである」とする概念内実の超越的

極性（Monopol）は、偶有的で差異化された世界現象とは架橋され得ない隔離を告知す

る。然るに正にこの徹底した超越理解を背景として „Esse est Deus“ という定式化は、

一貫して „Deus est esse“ という言明に先行する基盤テーゼとして通用するのである。

                                                        
36 以下の三つの段階構造を読み込む解釈については、Reiner Manstetten, Esse est Deus. Meister Eckharts 

christologische Versöhnung von Philosophie und Religion und ihre Ursprünge in der Tradition des Abendlandes, Freiburg i. Br. 
/ München, 1993, S.57-63 を参照。 
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存在(者)神論（Onto-theo-logie）の伝統的な問題構制が形而上学の本質体制と同一視さ

れてしまうことに対して、エックハルトにおいては神‐存在論的（theo-onto-logisch）

な視点が形而上学の思惟の前提地盤となり、その全射程幅の内に形而上学的連関が開

明される場所を包摂するのである。 

 
 

（ III ） エックハルトの〈神‐存在‐論的 theo-onto-logisch な思惟〉と 

ハイデガーの〈存在の
．
思惟 Seyns-Denken〉の交差（Verschränkung） 

へ向けて 
 

1. 
エックハルトにおける基盤テーゼ„Esse est Deus“ は、Esse の概念内実が超越論的名称・

超越論的諸規定（transcendentia/transcendentalia、即ち、一 unum、真 verum、善 bonum）へ

とのみ展開され得て、その展開内容全体が―然るに決して内実的には汲み尽くし得ない 

‚Esse‘ の開示としての―神‐存在‐論的な神論を可能にすることを告知する（『三部作へ

の全般的序文（Prologus generalis in opus tripartitum）』での布置において）。他方、それ自体

決して（存在‐神論的体制において理解される）形而上学による命題ではないこの基盤テ

ーゼが準拠枠となって、„Deus est esse“ へと転倒するテーゼに終極化する形而上学的思弁

の領域が「聖書的啓示全体の哲学的開明」を営む理性的理拠・論拠を形成するものとして

開設されることになるのである（『提題・命題集への序文（Prologus in opus propositionum）』

の冒頭部における布置）。 

 

1.1 
ハイデガーは、その『ヒューマニズムについての書簡』（1946）において示唆したように（「存

在の真理性から初めて聖なるものの本質が思惟され得る。聖なるものの本質から初めて神

性（Gottheit）の本質が思惟され得る。神性の本質の光の内で初めて、神という語が何を言

うべきなのかが思惟され述べられ得るのである」（GA9, S.351））、神への問いと神の理解は

〈問うことそれ自体と理解企投の可能性にとって始元的 anfänglich な〉自己露開する存在

の歴史的命運（Geschick）を本源として形式的にのみ告知可能（nur formal anzeigende）な次

元開示の接合（Gefüge）からこそ、形而上学の彼方に新たに提起され得るようになると考

える。接合されたものにおける聖なるもの（das Heilige）・健やかにするもの（即ち、救う

もの das Heilende）の次元の開けの内に、神性の本質が思惟されるようになるのだが（「前

もってそして長い準備において、存在が自らを空け開きその真理性の内に経験された時に

のみ、聖なるものは輝き出る」（GA9, S.339））、ここで次元の次元的なるもの（Das 

Dimensionale der Dimension）とは「存在の〔＝存在の真理性における本質現成の〕規準・

尺度付与（Maßgabe）」に基づく37。「聖なるもの」「救うもの」は神性にとっての領域を規

                                                        
37 „Grundsätze des Denkens“, in: GA11, S.130-131. ―このコンテキストにおける‚Dimension‘ の解釈
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準・尺度を付与しつつ開設し、更に「神性」は〈神的なる神〉にとっての領域を開設する

規準・尺度付与としての次元である（―それ故にハイデガーは、われわれの時代に際立

つ「聖なるもの・健やかにし救いとなるものの次元の閉鎖」についても語る（GA9, 

S.351-352））。ここでは因果的な根拠づけ連関は全く問題にならず、存在の真理性において »

動詞的に理解された« 本質現成からより広く開示される次元がより中心的な次元を可能に

する38。 

 

1.2 
ハイデガーにおいて、「存在（das Seyn）は決して一度も神それ自身の規定ではなく、存

在は神の神化（Götterung）が必要とするところのものであるが、然るに全くこの神の神化

とは区別されるに留まるべきである」（GA65, S.240; vgl. ebd., S.243; 263; GA9, S.331）と思惟

される。それ故ハイデガーの〈存在の思惟〉の境涯の内に、エックハルトによる〈神‐存

在‐論的〉な存在理解の彫琢に依拠する「否定的なものへの差異化の否定（negatio 

negationis）」、即ち「非‐差異化性（Un-unterschiedenheit）」としての神の所在化を求めるこ

とはできない。ハイデガーの思惟の道においては、その前期解釈学的現象学の中心問題で

あり、「存在の問い（Seinsfrage）」を可能ならしめることにおいて「存在の超越論的な学」

（GA24, S.23）としての存在論そのものの制約とされた〈存在論的差異（die ontologische 

Differenz）〉は、現出と現出者の差異が差異として差異化する現場から見究められることが

課題であった。この差異化における差異性それ自体を巡る思惟の境域（Element）は、最晩

年に至っては「顕現せざるものの現象学（eine Phänomenologie des Un-scheinbaren）」（GA15, 

S.397; 399）とも表明されるように、存在者を顕現させつつ（scheinen lassen）同時に自らは

身を隠す（sich entziehen）存在の根本動向が「現成するもの（das Anwesende）と現成する

こと（das Anwesen）の一体性（Einfalt）からの二重襞（Zwiefalt）」（GA12, S.116）を Unter-schied

（分かち‐合い）・差し‐担い（Aus-trag）として考え抜かれるまで一貫していると言える。

更に、エックハルトの存在理解の根源化の動向にもそれと不可分な神思想にも、ハイデガ

ーの存在史的命運（Geschick）を思惟する境位を見出すことなど不可能であることは明白

であろう。 

然るにそれにもかかわらず、エックハルトの „Esse est Deus“ が時空的に限定された〈何

か etwas〉―即ちエックハルトの表現では、ens(esse) hoc et hoc ―として主語に立てら

れるものからの表象化を徹底的に脱却する »ent-bilden（脱‐像化する）« »über-bilden（超‐

像化する）« という用語によって逆説的に特徴づけられた「被造的像性を超克する否定神

学的動性（Dynamik）」39を透徹した終極点からの言語化であると共に、そもそも正にこの

                                                                                                                                                                   
については、Helmut Danner, Das Göttliche und der Gott bei Heidegger, Meisenheim am Glan, 1971, S.72f.を参照。 

38 ここでは詳論する余地のないこの重大な問題構制の追究として、Richard Schaeffler, Frömmigkeit des 
Denkens. Martin Heidegger und die katholische Theologie, Darmstadt, 1978, S.122ff.; ヘルダーリンを通しての  
„das Heilige“ を巡るハイデガーの解釈に特定しては、Holger Helting, Heideggers Auslegung von Hölderlins 
Dichtung des Heiligen. Ein Beitrag zur Grundlagenforschung der Daseinsanalyse, Berlin, 1999. 

39  ドイツ語説教 Nr.72(DW III, S.244, Z1 - S.245, Z5); その他、ドイツ語説教 Nr.23(DW I, S.397, 
Z3-5(S.521)); ドイツ語説教 Nr.40(DW II, S.276, Z3-6(S.688)); ドイツ語説教 Nr.43(DW II, S.329, Z3-7(S. 
699)); ドイツ語説教 Nr.70(DW III, S.197, Z4 - S.198, Z2(S.542)); ドイツ語説教 Nr.76(DW III, S.323, Z2 - 
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突破的動性を担い貫流する原態40それ自体に基づく表明であるとしたら、基盤テーゼとし

て立てられた „Esse est Deus“ は存在（者）‐神‐論を根底から打破する非‐形而上学的源

泉を示唆していることになろう。更にその際には、純粋一人称の動詞的にのみ理解される

「神の自己啓示の本質表明（ ‛Ego sum qui sum’）」に同一化される存在 Esse の（本来の）在

り処が意味指示されているのである。 

他方ハイデガーの思惟においては、存在の真理性（die Wahrheit des Seyns）の本質現成 das 

Wesen からの次元開示の序列（存在‐聖なるもの／健やかにし救うもの‐神性‐神的なる

神）が求心化する力動性を有すると理解される限り、神は〈自らを啓示しつつ覆蔵する〉

及び〈覆蔵しつつ自らを啓示する〉存在の根本動向が収斂する「歴史的にして最も内奥か

らの終極的な輝きにおいて現れとならんとする」41。つまりハイデガーの〈存在の思惟〉

にとっても、存在の本質現成 das Wesen の内に〈より存在するものとして als Seiender〉こそ

神的なる神の現在化は思惟され得るのである42。 

 

2. 
ハイデガーは、1938/39 年に起草された『省察（Besinnung）』の中の或る節で、神秘思想・

神秘主義（Mystik）という概念を巡ってのまとまった論述を提起し、神秘主義は形而上学

をその土壌として「形而上学の本質領域の圏域において」「形而上学の側から企投される」

ところのものと規定する（GA66, S.403）。このように規定することができるのは、新プラト

ン主義の歴史的‐形而上学的役割、形而上学と密接に連繋せる西洋中世の神秘思想、近代

形而上学の展開とその後のロマン主義時代における神秘主義といった、精神史的査証が呼

応しているからである。それ故、「すべての神秘思想は、形而上学そのものによって未だそ

                                                                                                                                                                   
S.324, Z 4(S. 564)); ドイツ語説教 Nr.83(DW III, S.447, Z12 - S.448, Z4(S.586)); „…aber diu sêle ist 
natiurlich nâch gote gebildet. Diz bilde muoz geziert unde vollebrâht werden nit dirre gebürte.“: F. 
Pfeiffer(Hrsg.), Meister Eckhart, 4. unveränderte Auflage, Göttingen, 1924, S.11, Z8-9. 

40 「〈魂の根柢〉は底なく深くそのまま〈神の根柢〉に通じている」その〈原態〉を問題化する上で、

Michel Henry , Ľ essence de la manifestation, Presses Universitaires de France, 1963（邦訳：ミシェル・アンリ

著／北村晋・阿部文彦訳『現出の本質』法政大学出版局、2005 年）の上巻第 39 節内の冒頭部（邦

訳 442 頁）でアンリは、「…エックハルトの思想と説教のテーマを成しているのは、絶対者それ自

身ないし〈神〉の内的構造ではなく、人間から〈神〉への関連なのである。けれども、自らを〈神〉

へと関連づけること、自らに絶対者を現出的にさせることは、現出のはたらきによってしか、絶対

者それ自身のはたらきによってしか可能ではない。そういうわけで、…〔中略〕…絶対者への関係

は絶対者の本性ならびにその内的構造に依存している、というよりむしろ、その本性や内的構造と

同一なのである。要するに、〈神〉と人間との実存的合一は、両者の.存在論的一体性という基底に

基づいてしか可能ではないのだ。これがまさしくエックハルトの教えである」と述べて、「魂と〈神〉

との間の構造上の存在論的一体性」（同 445 頁）こそはドイツ神秘主義の定礎となったエックハル

トの思想の要であるとする。尚、Rolf  Kühn/Sébastien Laoureux(Hrsg.), Meister Eckhart - Erkenntnis und 
Mystik des Lebens, Freiburg / München, 2008 は、アンリの「生の現象学」とエックハルトの思想の結節

点を改めて問題化する。  
41 Vgl. „Die Göttlichen sind die winkenden Bote der Gottheit. Aus dem verborgenen Walten dieser erscheint 

der Gott in sein Wesen, das ihn jedem Vergleich mit dem Anwesenden entzieht.“, Martin Heidegger, „Das 
Ding“, in: GA7, S.180. 

42 Vgl. „So entsprechend ist der Mensch geeignet, daß er im gewahrten Element von Welt als der Sterbliche dem 
Göttlichen entgegenblickt. Anders nicht; denn auch der Gott ist, wenn er ist, ein Seiender , steht als Seiender  
im Seyn und dessen Wesen, das sich aus dem Welten der Welt ereignet.“, GA79, S.76(Technik und die Kehre, 
S.46). ―この方向でのハイデガー解釈として以下を参照。Alfred Jäger, Gott. Nochmals Martin Heidegger, 
Tübingen, 1978, S.74-75; S.394f. 
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れ自身に肯定的に、或いはそれ自身に逆らって定立された境界である」（ebd.）と述べられ

る。確かに初期フライブルク時代に一度は『中世の神秘主義の哲学的基礎』を講義草稿と

して構想した（GA60, S.303-337）ハイデガーであったが、そこでの主要関心は事実的生か

らの「自ら離脱する種別的な体験の動性」（ebd., S.304）及びその動機連関（ebd., S.307; 308）

における中世神秘主義（Mystik）の生起を開明することに存した。しかし後年のハイデガ

ーは、一方では通常 ‚Mystik‘ というカテゴリーにおいて理解される思考スタイルとその問

題圏域との連動の内に自らの〈存在の思惟〉のその後の進展の境地が特徴づけられること

から断然と距離をとる（vgl. GA9, S.72）。但し他方、‚Mystik‘ の本質規定と「はじまりの思

索（das anfängliche Denken）」への移行（Übergang）との間には、以下の文章が示すように、

未だ熟思すべき問題が残されていることを示唆している。 

 

Mystik（神秘思想）と工作機構的（作為的 machenschaftlich）に考えられた存在からの存在者の清

算（Verrechnung）は、相互に要請し合う。その和合一致（Eintracht）の内に、両者は第一の原初

の形而上学的歴史から別の原初への移行（Übergang）を成し遂げる。というのも、移行はここで

或る進歩の永続性といったものではなく、終焉と原初との間の断絶の不意性の知なのだから

（GA66, S.404）。 
 

2.1 
上記のように規定された限りでの „Mystik“ の概念規定の枠組みからは、エックハルト

の思惟の営みとそれと不可分な霊的躍動を論じることも捉え直すことも到底できない。そ

もそも、エックハルトの思想に神秘主義もしくは神秘思想を見るかどうかということ自体、

今日のエックハルト研究の解釈学的状況が刷新される上での根本問題なのである。上田閑

照氏は、「中世という規定（ことにエックハルトに関して言えば十三世紀後半から十四世紀

にかけて）において神秘主義が見られる場合、一つの基本的事態は、神学と哲学に汎通す

る大規模にして精微に組織された高度の形而上学の存在が前提になっているということで

ある。…〔中略〕…。キリスト教の場合も仏教の場合も宗教性の中世的自己理解は、ほと

んど、それぞれ思弁的形而上学によって用意されていた枠組みによってなされていた。…

〔中略〕…。エックハルトの場合は、形而上学の中世的印とも言えるアナロギアと否定神

学の二重性が思想的に地盤となる枠組を用意した」43と述べてエックハルトにおける神秘

主義的要因の生成地盤を確認した上で、神秘的合一（unio mystica）を通り抜けそこからの

質的超躍として神の根底を究める「無窮の動性」にこそ、エックハルトの思索の根源性と

霊的躍動の本質が存することを見て取る。これは、「禅とエックハルトの触れ合いの中で感

知される親近性」44を通して感得される「合一から脱自への全運動」45である動態を表現し

ており、真正な神秘思想はその中核において〈非神秘主義への超動〉において成り立つこ

                                                        
43 「中世の神秘主義」『非神秘主義 ―禅とエックハルト―』〔哲学コレクションⅣ〕、岩波書店、

2008 年、130-131 頁。 
44 「序説」、同書 52 頁。 
45 「神秘主義から非神秘主義へ」、同書 158 頁。 
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とが開顕しているのである。そこから、「非神秘主義は、あくまで神秘主義の土台からそれ

をつきつめ通り抜けて開かれるところを言うのであって、そこで根源性と真実性と日常的

現実性とが一つになって現成すると見ることができるであろう。非神秘主義は神秘主義の

土台なしにそれだけで宙に浮いているのではない。宙に浮いているようなものであれば、

それは空虚に消えてしまうか、あるいは単なる合理主義に堕して軽薄なものになってしま

う」46といった帰結が導かれる。 

 

3. 
エックハルトが多くのテキストの中で「無 nihil; niht」について語る主要脈略47を検討し

てゆくと、被造的存在者の創造（creatio）に先立つ無が言及される場合、この無は決して

〈端的なる無〉として思惟されているのではなく、「被造的存在者がその被造的本性におい

て神の外にそれらに固有な諸形相の下に有する形相的存在 esse formale extra in rerum natura 

sub formis propriis」48に対する限りでの無に他ならない（即ち、創造に先だっての非‐時空

的在り処においては「自らに固有な形相に即しての形相的存在を有していない」という無）。

従って、被造的存在者の固有の諸本性（人間‐存在、獅子‐存在、石‐存在、等）を成す

形相的存在（esse formale）における差別化は、存在を制限するベクトルへと働くのであっ

て、決して端的に存在（Esse）を自己表明することはない。「諸形相において多様な存在者

が存在する
．．．．

」という事態そのものは、それらの諸形相にも形相間の相互作用にも基づかな

いからである。ところがエックハルトの諸言明を通して〈端的な無〉が語られるのは、む

しろ時間・空間的在り処においてそれ自身から（ex se）理解された被造的存在者の存在論

的規定としてなのである。自然本性に即して内在的に理解され、これこれの存在するもの

ens hoc et hoc へと主語化された存在者は、〈端的な無〉である。エックハルトは、『三部作

への全般的序文（Prologus generalis in opus tripartitum）』において、「存在（Esse）は根源で

ありすべてのものに先だっており、存在に先行しては無であり、存在の外は無である」49と

述べるが、このような言明での「存在（Esse）」は存在者を支点としての「存在者の存在」

なのでななく、基盤テーゼ „Esse est Deus“ の意味内実において指示されるところのものに

他ならない。ここからエックハルトの「すべて被造的存在者はそれ自体においては無であ

る」50という主張の基礎が洞察される。尚、エックハルトのドイツ語説教及びドイツ語論

                                                        
46 「あとがき」、同書 365 頁。 
47 エックハルトにおける‚nihil‘（ラテン語）‚niht‘（中高ドイツ語）の用法について、以下の叙述を参

照。„Der sprachliche Befund bietet bei Meister Eckhart folgendes Bild: Er verwendet ohne Scheu das 
lateinische nihil adverbial wie auch nominal; als Ersatz für nominales nihil kann auch non-ens stehen, um den 
Gegensatz zu ens auch dem Hörer oder Leser besonders einzuprägen. In den mittelhochdeutschen Texten gilt 
für ihn ja ebenfalls: iht ist das positive Indefinitpronomen (etwas), niht die einfache Negation. Neben dem 
‚bloß‘ verneinenden niht (im adverbialen Sinne) verwendet Eckhart in den deutschen Werken besonders häufig 
nihit im Sinne eines Substantivs, ja sogar oftmals die Verstärkung nihtes niht, ein ‚nichtiges Nicht‘“, E. 
Waldschütz, „Denken und Erfahrung des Nichts bei Meister Eckhart“, in: P. Kampits, G. Pöltner und H. Vetter 
(Hrsg.), Wahrheit und Wirklichkeit, Berlin, 1983, S.169-192; S.183. 

48 In Sap, n.32: LW II, S.353, Z4. 
49 Prol. gen., n.16k(LW I, S.160, L14f.); cf.ドイツ語説教 Nr.21(DW I, S.363, Z7 - S.364, Z1); In Sap, n.147(LW 

II, S.485). 
50 In Ioh, n.20; 97; 512; In Sap, n. 34(LW II, S.354, Z11); Prologus in opus propositionum, n.4(LW I, S.107); ドイツ
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考において「離脱（Abgeschiedenheit）の《無》」が語られるコンテキストでは、同時に「神

が還滅する（entwerden）」という事態も説かれる場合があるが、この神自身の無相の根底

への還り行きはエックハルトの組織的思索全体を通しての厳密な解釈を必要とする51。 

 

3.1 
エックハルトに見出せる以上のような〈無〉の理解とその思索に固有な徹底性に対して、

ハイデガーの〈存在の思惟における無の現象の語り〉がどのように拮抗し或いは絡まりあ

うのか？ ―〈現存在の根源的無性 Nichtigkeit〉〈世界の、そして世界‐内‐存在として

の現存在の超越の根源無（nihil originarium）という性格を露呈せしめる存在論的差異〉〈存

在のヴェール（Schleier）としての無〉〈無の無化（das Nichten des Nichts）〉〈原存在 Seyn へ

の無化の帰属性〉〈無の聖櫃（Schrein）〉…と、ハイデガーの思惟の歩みにおける無の問題

の所在を究明してゆくことは、しかしながら今回の発表ではもはや取り組む余地がない。

けれども、これまで叙述できたハイデガーの〈存在の思惟〉とエックハルトの〈基盤テー

ゼ „Esse est Deus“〉双方の究明からの照射は、再び双方の思惟における〈無〉の問題をも

消化してゆくことによって、初めて冒頭の『野の道 Der Feldweg』（1949）からの箇所も十

全に解釈できるであろう。―ここで本論稿は、ドイツ・バイエルン州における Akademie 

der Schönen Künste で催されたハイデガーの講演『物』（1950）の後語（Nachwort）として付

された「或る若き学生への手紙」と題する文章からの次の引用をもって締結することにし

たい。 
 

神及び神的なるものの欠如（Der Fehl Gottes und des Göttlichen）は、不在（Abwesenheit）である。

然るに不在とは何も無いことなのではなく（nicht nichts）、正に初めて自らのものとすべき既在的

なるものの覆蔵された横溢の現前（die gerade erst anzueignende Anwesenheit der verborgenen Fülle des 

Gewesenen）なのであって、そのようにギリシャ精神、預言者的‐ユダヤ的なるもの、イエスの説

教における神的なるものが本質現成すること〔Wesenden 本質を発揮するもの〕を取り集めるので

ある。このような〈もはやない Nicht-mehr〉は、それ自体においてその汲み尽くし得ない本質〔現

成〕の覆い隠された到来の〈未だない Noch-nicht〉なのである（GA7, S.185）。 

 

Yuji NAGAMACHI 
Entweder der ‚in die Metaphysik hineinkommende‘ Gott, 

 oder der ‚von ihr fortgehende‘ Gott ? 

                                                                                                                                                                   
語説教 Nr.5a(DW I, S.80, Z12); ドイツ語説教 Nr.29(DW II, S.88, Z7-8); Sermo XXXVII, n.375(LW IV, 
S.321, Z1); etc. 

51 それ故に本稿の筆者は、例えば Holger Helting, „Heidegger und Meister Eckhart“, in: „Herkunft aber bleibt 
stets Zukunft“ Martin Heidegger und die Gottesfrage, Martin-Heidegger-Gesellschaft Schriftenreihe Bd.5, hrsg. von 
Paola-Ludovica Coriando, Frankfurt a. M., 1998, S.83-100 に見られるように、エックハルトのドイツ語著

作のみに定位して「エックハルトにおける神の無性」を論及するような問題の追究は、全くエック

ハルトの思惟の中核に肉薄できない本末転倒を引き起こすと考える。エックハルトのドイツ語・ラ

テン語全著作の中で、„ Gott ist Nichts“（ebd., S.94f.）と（命題の形でなくとも）言明されるような

箇所は存在しない。 
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― Heideggers Seynsdenken und Meister Eckharts Basisthese „Esse est Deus“ 
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認識から体験へ1 
―グノーシス主義の変容？― 

 

大貫 隆（自由学園） 

 

 

I ハンス・ヨナスの所説 
 

H・ヨナス『グノーシスと古代末期の精神』の第一巻（初版 1934 年）2はグノーシス研究

史上画期的な研究として名高い。それまでのグノーシス研究の主たる課題は、古代末期の

地中海世界に広範囲にわたって展開した宗教的思想運動であるグノース主義を、それに特

徴的な個々の観念や表象を手がかりにして、同時代、あるいは相前後する時代のさまざま

な宗教的および哲学的思想から導出して説明することであった。1886 年に初版が刊行され

た A・フォン・ハルナックの有名な『キリスト教教理史教本第 I 巻』では、グノーシス主

義はキリスト教グノーシス主義のことであり、それは「原始キリスト教が急速に世俗化（ヘ

レニズム化）したもの」であった3。その後、二十世紀の初頭にドイツのトウルファン調査

隊によって大量のマニ教文書が発見された。この発見は当時のドイツのオリエント学と宗

教史学において一大センセーションを呼び起こし、グノーシス主義の起源も東方オリエン

ト世界（特にイラン）にあると考えられるようになった4。その時代のドイツ宗教史学派の

代表者の一人であった R・ライツエンシュタインは、厳密な意味ではグノーシス宗教とい

うものは存在せず、「むしろ、さまざまな程度における宗教混淆のみが存在するに過ぎず、

その重要な構成要素はイラン的なものである」と結論づけた5。 

前掲のヨナスの著書はまずグノーシス主義一般を「神話論的グノーシス」と「哲学的・

神秘主義的グノーシス」に二大別する。その上で、神話論的グノーシスが自己表現のため

に生み出した実に多種多様な神話の根底には、個々の観念や表象に即してその由来や類例

を探すだけでは解明できない独特な「現存在の姿勢」が潜んでいることを明らかにしたの

である。そのためにヨナスが依拠したのが、周知のように、M・ハイデッガーの実存分析

の概念装置であった。この分析は第一巻で行われている。事実、その副題は「神話論的グ

ノーシス」である。 

ヨナスは続く第二巻では、その副題が示す通り、「神話論的グノーシスから神秘主義的

                                                        
1 本稿は 2009 年 9 月 20-21 日に京都工芸繊維大学で開催された第 4 回ハイデッガー・フォーラムで

の報告を文章化したものである。与えられたスペースの都合で、当日会場で配布した別紙資料の類

いは省略し、可能な限り以下の本文の中に統合している。 
2 H. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, Bd.I: Mythologische Gnosis, 3. Aufl., Göttingen 1964. 
3 A.v. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd.I: Die Entstehung des kirchlichen Dogmas, Tübingen 1886, 4. 

Aufl. 1909, Nachdruck Darmstadt 1964, 243. 
4 この点について詳しくは、大貫隆『グノーシス「妬み」の政治学』、岩波書店、2008 年、221 頁を

参照。 
5 R. Reitzenstein, Das iranische Erlösungsmysterium. Religionsgeschichtliche Untersuchungen, Bonn 1921,146. 
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グノーシスへ」の移行の問題を取り上げることを計画していた。しかし、その実現は、ヨ

ナスがナチスの迫害を逃れて英国経由でアメリカへ脱出を余儀なくされたことがあって大

幅に遅れ、ようやく 1954 に前半部分だけが刊行された6。その序章では、前述のグノーシ

ス的な「現存在の姿勢」がさまざまな救済神話に客体化（Objektivation）されるプロセスと

その形態変化の問題、および「グノーシス」（認識）概念とその実行可能性の問題が論じら

れる。第一章から第三章は、狭義の神話論的グノーシスの枠を超えて、ヘルメス文書、ア

レキサンドリアのフィロン、ミトラス教を初めとする古代末期のさまざまな神秘主義宗教

において、「究極的なるもの」（to eschaton）がどのように先取りされて「今ここ」を生き

る力（arete）となるかを論じている。第四章は「二世紀から三世紀へ。または、神話論的

グノーシスから哲学的・神秘主義的グノーシスへ」と題されて、先行する序章から第三章

までを理論的な観点から総括するものである。続く第五章は第三世紀を代表する体系とし

てのオリゲネスを論じている。 

第二巻の後半部分の刊行は、その後も長期にわたって遅延を続けたが、1993 年になって、

マンダ教およびグノーシス研究全般で著名な宗教史学者 K・ルドルフによって編集されて

一応の実現を見た7。そこに収録されたのは、ヨナスがプロテイノスとグノーシス主義全般

について書き残していた断章集であって、内容的にも形式的にも完成度は低いと言わなけ

ればならない。すでに述べた前半部についても、程度差はあっても同じ印象が免れない。

第二巻は全体として最終的な完成には至っていない著作なのである。 

それにもかかわらず、第四章が「神話論的グノーシスから哲学的・神秘主義的グノーシ

スへ」の移行について提示している理論的な考察8にはきわめて深いものがある。本稿はそ

れに刺激されながら、同じ問題を新しい素材に即して再考してみたいと思う（詳細は後述）。

そのためにとりわけ重要と思われるヨナスの指摘を、私自身の言葉で要約すれば、次の通

りである。 

（１）神話論的グノーシスが与える「認識」は、主体と客体を分離させた「思弁」と「表

象」次元のものである9。その説明は「後ろ向き」である。つまり、文法的には過去形で語

られる神話（Vergangenheitsmythos）となる10。ヨナスはこれに関連して、プロテイノスの論

考『グノーシス派に対して』（エンネアデス II, 9）から、プロテイノスがいささか呆れ気味

に相手の「グノーシス派」に向かって発した反問を引いている。「いったいいつ万有霊魂は

過失を犯したというのか」11。ここで「万有霊魂」というのはおそらくプロテイノス自身の

責任で投入された概念であって、相手の「グノーシス派」では、不完全な可視的世界を造

り出してしまった下位の造物神かその母親（ソフィア）を指していたものと思われる。そ

の点はいずれであれ、可視的世界の創造が過去の「いつかどこか」で起きた話として物語

                                                        
6 H. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, Bd. II,1: Von der Mythologie zur mystischen Philosophie, Göttingen 1954, 

2. Aufl. 1966. 
7 H. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, Bd. II: Von der Mythologie zur mystischen Philosophie. Erste und zweite 

Hälfte, hrsg. v. K. Rudolph, Göttingen 1993. 
8 前掲書 122-170 頁。 
9 前掲書 129 頁。 
10 前掲書 125 頁。 
11 前掲書 166-167 頁。 
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られること、これがプロテイノスにとってのつまずきなのである。 

（２）逆に「前向き」には、グノーシス神話は行くべき道を間接的に暗示するだけで終

わる。すなわち、グノーシス神話の根底に横たわる固有な「現存在の姿勢」には、「今ここ

で」の在り方を超えて実現すべき存在の在り方への希求（Desiderat）が含まれている12。し

かし、それに到達するために「今ここ」で何をなすべきなのか、その方法が何なのかは、

不明のままに放置される。「実行に関る教え」が不在なのである。あまりに超越的なグノー

シス神話は、グノーシス主義者を本来の目標への到達のためには無力なままに放置してい

る13。 

（３）そのために、グノーシス主義者の「今ここ」での存在は「待つ」ことにとどまる。

それは「究極的なるもの」の経験に対して常に「外側」にある。キリスト教信仰の場合に

は、救いの暫定性は終末論の本質的な意味そのものであって、神学的な原理としての威厳

を持つ。しかし、神話論的グノーシスの場合は、自分自身の内側から設定されてくる目標

に到達しない暫定性、つまり「欲求不満」あるいは「欠乏」を意味するに過ぎない14。こ

のことがやがて来るべき新プラトン主義の隆盛を準備することとなった。 

（４）その「欲求不満」の解決は「存在」次元でのみ可能なものである。すなわち、そ

れは主体と客体の一体性が経験されるところでのみ解決される15。この一体性のためには、

「認識」（グノーシス）が存在論的行為とならなければならない。認識されるものが認識す

る行為と、見られるものが内的な見る行為と同質かつ同一とならなければならない。認識

し見る主体は思考しつつ内向することによって、思考されたもの、見られたものの在り方

に変えられて、純粋な存在の根源、すなわち、世界の絶対者を経験して、それを実現する16。 

（５）これが神話論的グノーシスから哲学的グノーシス、あるいは神秘主義（Mystik）

への移行ということである。この移行に伴って、グノーシス神話の思弁的で事物的な言語

も、存在論的な概念の言語へ「非事物化」され、「合理化」されねばならない17。また、神

話論的グノーシスが二元論的に導出する物質も、万物・全存在の根源が行う自己運動の一

局面となることが必要である18。神話論的な「過去性」、すなわち「いつかどこかで」の物

語も、「いつでもどこでも」再現可能な「存在の純粋な内在的法則」、「原則としていつでも

存在の物語の全般を司る合理的自律性」19の次元へ超出して行かなければならない。 

（６）この移行でグノーシス神話の客体性とその豊かさは失われる。しかし、存在の頂

点の無世界的な否定性、存在の階層構造、その落下運動あるいは降下運動、魂のこの世性

など、「構造的なもの」は保持される20。新プラトン主義もそれを保持しているからこそ、

                                                        
12 前掲書 123 頁。 
13 前掲書 125-128 頁。 
14 前掲書 130-133 頁。 
15 前掲書 165 頁。 
16 前掲書 164 頁。 
17 前掲書 165 頁。 
18 前掲書 154-155 頁。 
19 前掲書 167 頁。 
20 前掲書 166 頁。 
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神話論的グノーシスとの形態論的類似性が明瞭なのである21。グノーシス側では、ヴァレ

ンテイノス派がこの移行の最先端にある。それはすでに「潜在的な神秘主義」と呼ぶこと

ができる22。 

 

 

II 留保と修正 
 

さて、本稿が意図するところは、以上のようなヨナスの所説に照らしてみると、1945 年

に発見されたナグ・ハマデイ写本に収められたいくつかの重要な文書に、まさしく「神話

論的グノーシスから哲学的・神秘主義的グノーシスへ」の移行が明確に見て取れることを

明らかにすることである。しかも、それらの文書の中でも最も重要なものである『ゾース

トリアノス』（第八写本の第一文書＝NHC VIII, 1 と略記）は、現在のナグ・ハマデイ研究

の定説によれば、前述の論考『グノーシス派に対して』でプロテイノスが対峙している相

手に他ならない23。このことを踏まえて、プロテイノスは一体『ゾーストリアノス』の何を

論駁しようとしているのか、についても考えてみなければならない。 

しかしそれ以前に、以上のヨナスの所説に対しては、その後のグノーシス研究の進展に

照らして、二点ほど保留と修正が必要であることを付言しておかねばならない。ただし、

本稿の本筋に関わることではないので、できるだけ手短かに済ませたい。 

まず、ヨナスが言う「究極的なるもの」の「体験」、「経験」、「私にとっての実行可能性」

（Ich-Bezogenheit）は、明らかに人間の意識のレベルを問題にしている。しかし、グノーシ

ス神話が主体にとって持ちうる経験可能性あるいは実行可能性は、意識のレベルだけに限

定できるものではない。多くのグノーシス神話では、非本来的な在り方の中に失われてい

る人間のもとに、超越的な世界から神的な啓示者が派遣されて到来し、その人間を本来的

な自己に覚醒させる。それは確かに思弁的かつ「事物的」な言語で語られる。しかし、そ

の際きわめて重要なことは、神話が語るその啓示は、実は読者が今現に読んでいる神話の

テクストとして到来しているという事態である。私は最近の拙著『グノーシス「妬み」の

政治学』では、このいささか循環論的で自己言及的な事態を、「神話が語る啓示は、神話の

テクストとして到来する」と表現した24。グノーシス神話は、いつどこで誰が語り出した

か分からない「自然神話」と違い、初めから読まれることを目指して作られた言わば「人

工神話」なのである。それだけに、読者の読み行為を考慮せずには、神話の戦略と働きは

解明されない。もちろん、このことはヨナスも承知していて、次のように述べている。 

 

神話は「これがお前だ」と示す。それゆえ、覚醒を呼びかけ、かつ教示する「よびかけ」は神

話を伝えることそれ自体に他ならない。（中略）だから、それを理論的に自分のものとすること、

                                                        
21 前掲書 131 頁。 
22 前掲書 157 頁。 
23 この点については、本稿の結びでより立ち入って解説する。 
24 大貫隆『グノーシス「妬み」の政治学』、岩波書店、2008 年、161 頁。 
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それがもたらす知識を固持することが、もうそれ自体で、闇のような在り方を実際的に止揚する

のである。その闇の状態が無知とその産物に他ならないのであれば、すでに神話がそれを説明す

ることによって、それを縮減しているのである25。 

 

ところがヨナスによれば、グノーシス神話はこの覚醒の瞬間に、読者をそのように示さ

れたものから引き離して、神話的な媒体に連れて行ってしまうために、実行する主体とし

ての人間が神話の客体性から隔てられている距離が止揚されないのだと言う26。 

ヨナスのこの見解に対しては、私はここで一つの留保を表明しておきたい。グノーシス

神話には、その客体性と「事物的」言語にもかかわらず、読者を非本来的な在り方から本

来的な在り方へと変容させる働きが、「事実として」あるいは「事態として」具わっている

と思うからである。「事実として」あるいは「事態として」起きることが常に当事者の主観

的な意識においても起きていることだとは限らない。「気がついてみたら、そうなっていた」

ということはよくあることである。言い換えれば、グノーシス神話には無意識のレベルに

もかかわる深層動態的統合の働きが認められてしかるべきである。 

もう一点は、神話論的グノーシスから哲学的神秘主義ヘの移行過程で、グノーシス神話

の客体性とその豊かさは失われるものの、「構造的なもの」は保持されるという見解につい

てである。グノーシス側では、ヴァレンテイノス派がこの移行の最先端にあり、すでに「潜

在的な神秘主義」と呼ぶことができるとされる。この見解には、修正が必要である。なぜ

なら、ヴァレンテイノス派はたしかに「潜在的な神秘主義」と呼ばれ得るが、そのわけは、

彼らがそれ以前の典型的に神話論的と呼ばれるべきグノーシス27から、「構造上」きわめて

重要な一点で決定的に離反しているからである。すなわち、グノーシス神話のトポス（定

型場面）の一つに、神的領域で最も下位の存在である「ソフィア」が過失を犯して異形の

子を産み落とし、その子がやがて「造物神」（デーミウルゴス）となって、可視的世界全

体を創造する件がある。これが神話の構造上きわめて重要なトポスであることに誰も異存

はないであろう。しかし、ヴァレンテイノス派はこの出来事を「過失」だとは言わない。

エイレナイオス『異端反駁』（I, 5, 3）の報告によれば、ヴァレンテイノス派の下位グルー

プの一つであったプトレマイオス派は彼らの神話の中で、造物神の創造のわざの原因は「そ

の母アカモート（＝ソフィアの別名）が彼をこのように導くことを望んだ」ことにあると

している28。ナグ・ハマデイ文書の一つである『三部の教え』（NHC I, 5）も間違いなくヴ

ァレンテイノス派の作品である。それは「ソフィア」を「ロゴス」と言い換えた上で、次

のように述べる。 

 

なぜなら、このロゴス（最下位の神＋造物神）が生み出されたことは、父（至高神）の意志に

反して起きたことではないからである。つまり、彼（ロゴス）の猛進も父なしには起きないであ

                                                        
25 H・ヨナス、前掲書 151 頁。 
26 H・ヨナス、前掲書 143-144 頁。 
27 本稿の結びで言及する『ヨハネのアポクリュフォン』（の原本）がその典型。 
28 『ナグ・ハマデイ文書 I 救済神話』、岩波書店、1997 年、230 頁（小林稔訳）参照。 
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ろう。（中略）それゆえ、この一連の動き、すなわちロゴスを論難することは適当ではない。それ

はそうなるべく定められた経綸の原因である29。 

 

こうして、ヴァレンテイノス派は可視的な世界とその創造主の存在意義を救済したので

ある。ここでは、それ以前の典型的な神話論的グノーシスにおいて両者が占めていた構造

上の位置価そのものが、中期プラトン主義あるいは新プラトン主義の見方に添う方向へ変

更されていることは明らかである。 

 

 

III 『ゾーストリアノス』（NHC VIII, 1）  
 

1 写本と内容について 
『ゾーストリアノス』はナグ・ハマデイ文書第八写本に第一文書（NHC VIII, 1）として

筆写されているもので、ナグ・ハマデイ文書全体の中でも最大の分量の文書である。しか

し、その本文の保存状態は最悪の部類に属し、文字面のほぼ三分の二が失われている。そ

のこともあって、1997-1998 年に私も参加して岩波書店から刊行された邦訳（全四巻）には

収録されなかった。しかし、その他の未収録の文書と合わせて私の個人訳が現在すでに完

成しており、刊行を準備中である。以下で本文を引用する場合は、段落区分のセクション

（§）番号も含めて、その私訳による。 

本文の欠損があまりに大きいために、どのような論点からの分析も強い仮説性を免れな

いのであるが、文書全体が宇宙論的な存在の階梯を想定していることは間違いない。それ

をここではいささか大まかに図示すれば、次のようになる。 

 

11  見えざる霊：「一者」または「三重の力（存在・至福・生命）を持つ者」 

10  バルベーロー（Barbelo）30のアイオーン：「存在・至福（叡智）・生命」の模写 
サラメックス・セメン・アルメー 

9  カリュプトス（隠された者）のアイオーン 
イウーエール（§181）、アフレードーン、ドクソメドーン、デーイファネウ（ス）、

デーイファ、ハルメードーン、エピファネウ（ス）、エールベーリテウ（ス）、エ

ーリゲナオール、オーリメニエ、アラメン、アルフレゲス、エーリリウフェウ（ス）、

ララメウ（ス）、ノエーテウ（ス）、ソルミス、オルミス、マルセードーン 

8  プロートファネース（最初に現れた者）のアイオーン 
ソルミス、アクレモーン、ザクトス、イヤクトス、アンブロシオス、セーテウス、

アンテイファンテース、セルダオー、エレノス、アルメードーン、アポファンテ

ース、アポファイス 

                                                        
29 『ナグ・ハマデイ文書 II 福音書』、岩波書店、1998 年、245 頁、§24（大貫隆訳）。 
30 隠語表現のため、元来の（？）語義は分からない。 
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7  三重の男児のアイオーン 
イヤトメノス、セメルエル、テルマカエール、オーモーテム、アクローン、プロ

ーネース 

6  アウトゲネース（自ら生じた者）のアイオーン 
ミロテア、プロファニア、プレシテア、ピゲル・アダマス、エンマカ・セート、

エーフェーセーク（＝子供の子供）、セルダオー、エレノス、ミケル、ミケウス、

バルファランゲース、アルモゼール、オーロイアエール、ダヴェイテ、エーレー

レート、ソルソロアス、ガマリエール、ストレンプシュウーコス、アクラマス、

ローエール、ムネーシヌース、イエッセウス、マザレウス、イエッセデケウス、

オルモス、カムアリエール、イサウエール、アウダエール、アブラサックス、無

数のファレリス、ファルセース、エウリオス、ステーテウス、テオペンプトス、

エウリュメネウス、オルセーン、エイソーン、エイローン、ララメウス、エイド

メネウス、アウトルーニオス、シュンプタル、エウクレボース、ケイラル、サン

ブロール、サッフォー、トウーロー、セルメン、ザクトス、イアクトス、セーテ

ウス、アンテイファンテース、オルネオス、エピファニオス、エイデオス、コデ

ーレー、エピファニオス、アッロゲニオス、ソフィア 

5  回心（メタノイア）のアイオーン       6 層構造 

4  滞在（パロイケーシス）のアイオーン 
3  対型（アンテイテユポス）のアイオーン    7 層構造、恒星と惑星 

2  空気の大地                造物神の住居 

1  この世界（地上）             13 層構造 

 
左端の数字は下から上に向かって付してあるが、存在性の度合いにおいては、11 が存在

の頂点、1 が底辺である。6 から 10 までの領域は、見ての通り、カタカナ名の神的存在で

満ち満ちている。しかし、下線を付したごく僅かな存在を別とすれば、その大半は文書の

筋の展開のどこかで一度か二度名前だけ言及されるに過ぎない。言わば、「穴埋め」のため

に出てくるのである。語り手の主たる関心は、存在の階梯をできるだけ巨大なものとする

ことにある。当然のことながら、存在性の度合いは 11 が最も高く、階梯を下るにつれて低

くなる。例えば、6 のアウトゲネース（自ら生じた者）のアイオーンの存在者たちは別名

を「完全なる個別者」とも言う。その意味は、「完全」とは言え、「個別化」されてしまっ

ているということである。「個別性」は存在の度合いが低いことの表現なのである。 

さて、文書の主人公ゾーストリアノス31は、忘我境の内にこの存在の階梯を下から上に

向かって上昇して行き、まず「この世界」から「回心」の領域までの間で合計 15 回の洗礼

を受ける。アウトゲネースのアイオーンに入ると、その領域の神的存在者の一人であるア

ウトルーニオス（前掲の図では下線で表示）が出現して、ゾーストリアノスに前後二回に

                                                        
31 ゾーストリアノスを無造作にゾロアスター教の始祖ゾーロアストロスと同一視することはできな

い。古代の系譜学では、ゾーストリアノスはゾーロアストロスの曾祖父とする見方がある（プラト

ン『国家』篇 X, 614b：エルの神話を参照）。 
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わたって啓示をもたらす。その講話は最下位の「この世界」から「回心」までの領域につ

いて、下から上に向かう方向で説明する。 

その後、ゾーストリアノスがアウトゲネースのアイオーンをさらに上昇すると、今度は

同じアイオーンの別の神的存在であるエーフェーセーク（前掲の図では下線で表示）が出

現し、やはり前後二回にわたって啓示を語る。その講話は「見えざる霊」から始まって最

下位の「この世界」までの存在のすべての領域を上から下へたどる形で説明する。すなわ

ち、アウトルーニオスの啓示講話とは逆方向で行われる。その啓示を受領した後、ゾース

トリアノスは 5 回の洗礼（通算 16〜20 回）を受ける。 

さらにその後、今度ははるか上位のカリュプトスのアイオーン（9）から、その住人の一

人であるイウーエールが派遣されてゾーストリアノスのもとへ降りてきて、啓示を語る。

その講話は「三重に男性的な子供」（7）のアイオーンとの境目で行われているように読め

る。それが説明する範囲は「見えざる霊」から下方に向かってアウトゲネースのアイオー

ンまでである。その啓示を受領した後、ゾーストリアノスは 2 回の洗礼（通算 21〜22 回）

を受ける。 

さらにその後、ゾーストリアノスはプロートファネースのアイオーン（8）に上昇して、

その中に入る。そこでも彼は、さらに上位のバルベーローのアイオーン（10）から派遣さ

れて下ってきたサラメックス、セメン、アルメー（前掲の図では下線で表示）の啓示講話

を聞かされる。それが説明する範囲は、イウーエールの啓示講話と同じで、「見えざる霊」

から下方に向かってアウトゲネースのアイオーンまでである。その後、ゾーストリアノス

が洗礼（通算 23 回目）を受領するのかどうかは、はっきりしない。 

ゾーストリアノスの霊的上昇はプロートファネースのアイオーンで頂点に達する。彼は

さらに上位のカリュプトスのアイオーン、バルベーローのアイオーン、至高の「見えざる

霊」の領域には入らずに、下降に転じる。そして、地上に戻った後は宣教のわざに邁進す

る。その宣教は「セートの聖なる種子たち」と呼ばれる者たちに向かって行われる。 

奥義を受領しようとする者の霊的上昇が至高の領域に至る前に、その途中で下降に転じ

るという構造自体には、初期ユダヤ教文書の中にも類例がある。『ギリシア語バルク黙示録』

32と『預言者イザヤの殉教と昇天』がそれである33。おそらく『ゾーストリアノス』の文学

的な構成も、そのような既存の定型に沿っているのだと思われる。 

 

2 「私にとっての実行可能性」：存在論的行為としての覚知 
さて、本稿の設問にとって重要なことは、ヨナスが神話論的グノーシスにおいて「欲求

不満」のままに残されていると言う「私にとっての実行可能性」が、『ゾーストリアノス』

において中心的な主題となっていることである。そのことはまず、表現レベルで「見る」、

「聞く」（聴く）、「体験」（実行）とそれに類する語彙が増大していることに明瞭に見て取

れる。例えば、前述のエーフェーセークがゾーストリアノスに与える啓示では、霊的上昇

                                                        
32 日本聖書学研究所編『聖書外典偽典』別巻・補遺 I、教文館、1979 年所収。特に第 5-14 章を参照。  
33 日本聖書学研究所編『聖書外典偽典』別巻・補遺 II、教文館、1982 年所収の『預言者イザヤの殉

教と昇天』。特に第 6-9 章を参照。ただし、キリスト教徒による事後的な加筆が行われている。 



認識から体験へ（大貫隆） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.4 2010  

 

 
 

124 

の道を行く者について次のように語られる。 

 

（前略）そして彼は清く単純な状態になる程度に応じて、上へ昇って行く。彼が一体性へと到

達する仕方はいつでも次の通りである。いつでも彼は清く単純でありつつ、認識と存在と霊と聖

なる霊によって満たされる。彼にとっては、自分の外側には何も存在しない。彼はまず完全な魂

によってアウトゲネースに属するもの、次に叡智によって「三重に男性的なる者」に属するもの、

さらに聖なる霊によってプロートファネースに属するものを見る。他方で彼はカリュプトスにつ

いて霊の力によって聴く。その力とは、「見えざる霊」の至高の啓示によって、カリュプトスから

やってきたものである。彼がそれを聴くのは今は沈黙の中に隠されている思考による。さて、彼

は最初の思考によって三重に力強い見えざる霊について聴く。（§47-48） 

 

さて、洗礼はこれらの者のために、それぞれの状態に準じて定められている。アウトゲネース

たちに至る道、その途の上でお前は今そのつど洗礼を受けたのである。完全なる個別者たちを見

ることはふさわしいことだからである。それはアウトゲネースたちの力から生じた万物について

の覚知のことである。それはお前がこの上なく完全なアイオーンたちをやがてわたり終わったと

きに体験（実行）34することである。（§52） 

 
エーフェーセークの啓示の結びは次の通りである。 

 

すでに救われてしまっている人間とは次のような者のことである。（中略）彼は［純］一な者と

なり、一者となった。（中略）もし彼がそう［望］むなら、これらすべてからまた再び離［れ］て、

自分独りの中へ引き下がることができる。なぜなら、彼は神のもとへ引き下がった後、神的な者

となる35からである。（§80） 

 

ここでは、奥義を受領し終わった者が「神的な者となる」ことが明言される。ゾースト

リアノス自身は、さらに上昇してイウーエールの啓示を受領し、通算 21 回目の洗礼を受け

た後、次のように語る。 

 

私は形（モルフェー）を受け取った。そして私は私の表現を超えた光を受け取った。私は聖な

る霊を受け取った。私は真に存在するようになった。（§104） 

 

以上に引いた箇所§47-48、§52、§80、§104 を順次通して読めば、ここではヨナスが

言う神秘主義哲学の要件、すなわち、主体と客体の一体性、見る行為が見られるものと、

認識行為が認識されるものと一体となることの実現が語られていることが分かる。認識す

る者、あるいは覚知者は「一者」であって、「自分の外側には何も存在しない」。彼は自分

独りの中へ引き下がって「神的なものとなる」。認識が存在論的行為となっている。 
                                                        
34 原文はコプト語で eire。 
35 原文はコプト語で shope。 
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3 啓示の内容：存在論 
次に、解釈天使によってゾーストリアノスにもたらされる啓示の内容について言えば、

それには、次項でも見るように、たしかに神話的な部分も存在する。しかし、その分量は

限定されており、形式的にも抜粋的な報告にとどまる。逆に圧倒的に多いのは存在論にか

かわる哲学的な文言と論述である。例えば、文書の序に当たる部分で、存在の頂点につい

ての問いが次のように立てられる。 

 

その時の私（ゾーストリアノス）は、思考（エンノイア）、知覚（アイステーシス）、形相（エ

イドス）と種族（ゲノス）、部分（メロス）と全体、包括するものと包括されるもの、身体と非身

体的なもの、実体（ウーシア）と物質、およびこれらすべてに属するもの、―これらのものの

男性的な父を探し求めていたのである。それらと混じり合わされた「存在」（ヒュパルクシス）、

〈完全なる「子供」〉の神、生まれざるカリュプトス、これらすべてのものの中にある力と「存在」

を探していた。すなわち、もし今現に在るものが、存在するもののアイオーンからやってきてい

るのであれば、すなわち、見えざる、分割不可能な、しかも「自ら生じた霊」からの生まれざる

「三つの似像」としてやってきているのであれば、どうしてそれら（今現に在るもの）は「存在」

よりもすぐれた根源（アルケー）を持ち得ようか。また、どうしてそれらはすべてのものに先立

って在りながら、「この世界」（コスモス）になることができたのか。（§4-5） 

 

明らかに、下線部によって表現されているのは、前掲の階梯表における最上位の「見え

ざる霊」のことである。そこから「生まれざる三つの似像」がくると言われるのは、「見え

ざる霊」が「一者」でありながら、同時に「存在」、「至福」、「生命」という「三重の力を

持つ者」であることに対応している。この「存在」、「至福」、「生命」の三固組は間違いな

く、中期プラトン主義から新プラトン主義におよぶ学統の存在論で言われる「存在」（オ

ン、ヒュパルクシス）、「叡智」（ヌース）、「生命」（プシュケー）の三固組に並行して

いる。 

『ゾーストリアノス』がプラトン主義の学派哲学に対して示す並行関係は、実はこの点

だけにとどまらない。ここでそれを逐一列挙することは控えたい。いずれにせよ、その並

行関係は偶然によるものではないこと、両者の間には明瞭に文献学的な関係が存在するこ

とが、最近の研究によって確証ずみである。すなわち、『ゾーストリアノス』は前述の「序」

で立てられた存在の頂点についての問いを、やがて本論部（§110-11436）でも取り上げ、

かなりの紙幅を割いて、いわゆる「否定神学」を繰り広げる。ところが、その部分がマリ

ウス・ヴィクトウリヌス（三世紀後半）のラテン語の著作『アリウス反駁』の冒頭部と逐

語的に一致するのである。この著作はその書名が示す通り、キリスト教（アリウス論争）

の枠内で著されている。しかし、マリウス・ヴィクトウリヌスは突然キリスト教に回心す

る前は、もともと新プラトン主義に属した哲学者であり、プロテイノスの著作の一部をラ

                                                        
36 NHC VIII/1 64, 13b - 68, 13. 
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テン語に翻訳してもいる人物である。最近の研究によれば、マリウス・ヴィクトウリヌス

は目下問題の箇所で、ギリシア語で著されたプラトン主義学派哲学の文書を下敷きにして

いる。そして『ゾーストリアノス』も前記の箇所でそれと同じ文書を下敷きにしている。

つまり、両者は共通の文献資料を用いていると考えられるのである37。 

 

4 神話から「存在の純粋な内在的法則」へ 
すでに見たように、ヨナスは神話論的グノーシスの指標として、神話が過去形で「後ろ

向き」に語られること、その語りの言語が思弁的あるいは事物的であることを挙げていた。

『ゾーストリアノス』にも、これら二つの指標は間違いなく残存している。ここでは二つ

の例を挙げよう。 

まず、6 の最下位に位置する「ソフィア」は下方を眺めて暗黒を生み出したと語られる。

それはやがて造物神による可視的世界の創造へつながって行く。その次第は、一部本文の

欠損があるが、次のように語られる。 

 

失われた暗黒から生まれた物質の根源［ ±3 ］。ソフィアがそれらを眺めた38。そして彼女

は暗黒を生み出した。（中略）［被造］物のアルコーンは彼の言葉によって蒔いた39。しかし彼に

は、永遠なる者たちの誰かを眺めることは不可能だった。彼は一つの模像（エイドーロン）を見

た。そして彼はその中に見たその模像に従って世界を造った。彼は模像の模像に従って世界を創

造した。そして目に見えるものであったその模像さえも彼から取り去られた。しかし、ソフィア

には彼女の回心と引き換えに安息の場所が与えられた。（§19-21） 

 

同じ前掲の表で最上位から二番目の階梯 10 のバルベーローについても、至高の存在に対

する｢妬み｣に陥ったこと、それがやがて「下方への傾きの原因｣となったことが次のように

語られる。 

 

真に［存在する］者を把握することは不可能である。なぜなら、彼は［ ±5 ］の中にいるか

らである。（中略）彼女（バルベーロー）は妬みに陥った。なぜなら、彼女は彼の似像と結びつく

ことができないからである。（中略）その方は先在し、すべてのものの上にある。彼は先在し、「三

重に力ある者」として知られる。「見えざる霊」は実に未だかつて一度も無知でいたことはなく、

知るということもしたことがない。むしろ彼は完全で「至福」の中にあったのである。（中略）彼

女（バルベーロー）は個別の存在としては、下方への傾きの原因であった。彼女があまりに遠く

へ行ってしまわないように、そしてまた、完全性から離れすぎないように、彼女は自分自身とあ

の方を知った。そして彼女は独りで立って、あの方のゆえに広がった。そして彼女は真に存在す

るあの方から存在していたのだから、万物とともに、自分自身を知り、先在する方をも知るよう

                                                        
37 以上についてさらに詳しくは、M.Tardieu, Recherches sur la formation de l’Apocalypse de Zoroastrien et les sources 

de Marius Victorinus (Res Orientales IX), Bures-sur-Yvette 1996 を参照。 
38 §57 では、同じ行為がもっと明瞭に「それはソフィアが下方を眺めた所為である」と言われる。 
39 創世記第 1 章参照。 
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になった。（§128-129） 

 

ところが別の箇所では、同じバルベーローの生成について、はるかに「非事物化」ある

いは「合理化」された言語で次のように言われる。 

 

彼（至高の見えざる霊）は純一なる一者である。完全性によって「至福」であり、完全で「至

福」なる一体性であった。それ（バルベーロー）はかの者（一者）のこの点を欠いている。なぜ

なら、彼女は彼を欠いているからである。彼（一者）は覚知によって彼女を補う。その覚知は一

者の後からついてくる。彼は彼を探求（瞑想）する者（バルベーロー）によって彼自身の外にあ

る。しかも彼は彼自身の内にいる。（§122-123） 

 

いささか文意がとりにくいが、問題になっているのは、完全性と一体性の中にある至高

の存在（見えざる霊）の内側から、バルベーローが外在化して、自立した存在となる次第

である。外在化したバルベーローは至高の存在を欠いているから、その至高者を探求する。

その探求によってバルベーローが至高者を覚知する。その覚知は至高者がバルベーローの

欠けを補うものである。そのときバルベーローは至高者の外にありながら、至高者と一体

である。至高者はバルベーローとして自分自身の外にありながら、同時に彼自身の内にい

る。 

この読解が当たっていれば、ここでは「存在の純粋な内在的法則」（H・ヨナス）が問題

とされている。しかもそれは、圧倒的な現在形の表現が端的に示すように、「いつでも再現

可能な」事態として読むことができる。 

最後に、人間については、造物神による「身体」の創造（§21）、個々人（例えばゾース

トリアノス）の魂が肉体に入る出来事としての誕生（§2）、その逆としての死（§6）につ

いて明瞭に言及がある。しかし、身体の中への神的本質が宿ることになる経過については

神話論的物語がない。ただし、この点は激しい本文の損傷のせいかも知れないので、あま

り強調することはできない。 

いずれにしても、『ゾーストリアノス』において神話的な宇宙創成論、神統記、人間創

成論、終末論は大幅に後退していることは確実である。この文書では、神話論的グノーシ

スの側から神秘主義哲学へ、大幅な歩み寄りが行われているのである。神話の「いつかど

こかで」から、哲学の「いつでもどこでも」への移行が生じている。そのことは、文書の

最後の最後で著者が読者たちに直接呼びかける次の文章に端的に読み取られる。 

 

君たち、活ける者たち、セート40の聖なる種子たちよ、真理を知りなさい。私に耳を傾けない

ままでいてはいけない。君たちの神を神に向かって立ち上がらせなさい！ そして邪気のない選

ばれた魂を強めなさい。そしてこの場所（地上世界）に在る変転に注意しなさい。むしろ、変転

                                                        
40 エジプト宗教史における「セート」神を指す可能性もあるが、明示的には旧約聖書の創世記 4, 25-26
の「セツ」（新共同訳では「セト」）を指す。「セツ派」と呼ばれたグノーシス教派は自分たちをそ

の子孫と考えた。 
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なき生まれざることを求めなさい。これらすべてのことの父は君たちの中に在りつつ、君たちを

招いている。（§191） 

 

 

IV 結び 
 

プロテイノスが論考『グノーシス派に対して』（エンネアデス II, 9）をもって対峙してい

るのは、実に多種多様に分岐して存在したグノーシス派の中で、実際のところどの教派で

あったのか。これはプロテイノス研究とグノーシス研究の双方で、長い間未決の問いであ

った。プロテイノス研究の現状について私は寡聞にして承知していないが、少なくともグ

ノーシス研究の側では、本稿が取り上げてきた『ゾーストリアノス』が実はその論敵に他

ならないということで、すでに定説が成立している。すなわち、プロテイノスの弟子のポ

ルピュリオスは、師の死後に著わした『プロテイノスの一生と彼の著作の順序について』

（プロテイノス伝）の第一六章で、師が『グノーシス派に対して』をもって論駁した相手

が「ゾーストリアノス」と呼ばれる黙示文書を所有していたことを次のように記している。 

 

彼（プロテイノス）の時代に多数のキリスト者が現われたが、（中略）ゾロアスター、ゾースト

リアノス、ニコテオス、アロゲネス、メッソスその他そのような者たちの黙示録なるものを誇示

し、そしてプラトンは英知的実有の深奥にまでは到達しなかったと説いて、己れ自らも欺かれつ

つ、多数の人々を欺いていたのである。それゆえまず彼自身が授業中に数多くの反論を行い、ま

た『グノーシス派に対して』という表題をわれわれが与えたところの論文を書きもした上で、そ

の余の点の批判はわれわれ（弟子たち）に委ねたのである41。 

 

ナグ・ハマデイ文書第八写本の『ゾーストリアノス』がここでポルピュリオスの言う「ゾ

ーストリアノス」と同じ文書であることについては、プロテイノスが論駁の中で相手のグ

ノーシス派のものとして引用している多くの独特な用語や観念が『ゾーストリアノス』の

中に圧倒的な頻度で見つかることから疑問の余地がない。ここでは紙幅の都合でもっとも

顕著な並行関係を一つだけ挙げるにとどめよう。すでに掲出した『ゾーストリアノス』の

宇宙論的な存在の階梯表の下層には、3「対型」（アンテイテユポス）、4「滞在」（パロイケ

ーシス）、5「回心」（メタノイア）のアイオーンと呼ばれる領域がある。これらはいずれも

他のグノーシス文書には現れないから、『ゾーストリアノス』に独特な術語である。ところ

が、この術語がいずれも前述のプロテイノスの論文で言及されるのである（第六章）42。 

しかし同時に、プロテイノスが論駁の中で相手のグノーシス派のものとして引用してい

る用語や観念には、『ゾーストリアノス』には見つからないものも目に止まる。あるいは、

類似の用語や文言は見つかるものの、互いに厳密には並行せず、微妙なズレが認められる

                                                        
41 『プロテイノス、ポルピュリオス、プロクロス』、田中美知太郎責任編集、中央公論社、世界の名

著 15、1980 年、104-105 頁。ただし、文言の変更と中略は大貫による。 
42 注 1 に記した報告では、その他の並行関係もすべて対観表にして配布したが、ここでは省略する。  
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場合もある。従って、プロテイノスが目の前に持っていたのは、ナグ・ハマデイ文書第八

写本に第一文書として筆写されている『ゾーストリアノス』と同じ版であったとは限らず43、

同一の著書の異版であった可能性も残っているわけである。 

序でながら、ポルピュリオスが前掲の段落で、プロテイノスの論敵を「キリスト者」と

呼んでいることも微妙な問題を残している。ポルピュリオスのこの言に従って読めば、「ゾ

ーストリアノス」という名の黙示文書を持っていたのも「キリスト者」であることになる

であろう。つまり、プロテイノスの論敵はキリスト教グノーシス主義の一部でなければな

らないはずである。ところが、ナグ・ハマデイ文書第八写本の『ゾーストリアノス』は、

どう見てもキリスト教グノーシス主義の産物ではない。なぜなら、そこにはキリスト教的

な要素はほとんど皆無に等しいからである。もし『ゾーストリアノス』をグノーシス主義

文書と呼ぶのであれば、それはユダヤ教グノーシス主義を指して言うのでなければならな

い。事実、『ゾーストリアノス』の本文は、この文書がさまざまなグノーシス教派の中でも、

セツ派の産物であることを証明している。まず、存在の階梯表の最上位の二つの存在、「見

えざる霊」と「バルベーロー」はセツ派に独特な術語である。また、すでに見た通り、文

書の最後で著者が読者に向かって行う「セート（＝セツ）の聖なる種子たちよ、真理を知

りなさい」という呼びかけにも、この文書がセツ派のものであることが明瞭である。さら

に、文書の結び以外にも文書全体にわたって、「セツの子ら」という表現が現れるから（例

えば§12）、『ゾーストリアノス』がこのセツ派の産物であることは、明白である。 

他方、同じユダヤ教グノーシス主義の一派としてのセツ派には、神話論的グノーシスの

代表とも言うべき『ヨハネのアポクリュフォン』の原本も属する。ナグ・ハマデイ文書の

一つとしての『ヨハネのアポクリュフォン』はそれが二次的にキリスト教化されたものな

のである44。 

従って、ナグ・ハマデイ文書第八写本の『ゾーストリアノス』はユダヤ教グノーシス主

義の一派であるセツ派が、『ヨハネのアポクリュフォン』の原本に代表されるような神話論

的な在り方を離れて、哲学的神秘主義へと移行しつつある姿なのである。その移行はキリ

スト教との接触を前提していないと考えられる。もしポルピュリオスの言う「ゾーストリ

アノス」という黙示文書がキリスト教グノーシス主義に属するのであれば、それはナグ・

ハマデイ文書第八写本の『ゾーストリアノス』とは異なる版で、ちょうど『ヨハネのアポ

クリュフォン』の原本と同じように、二次的にキリスト教化されたものと考えなければな

らないだろう。 

さて、緒論的な説明が長くなってしまった。以上述べたような事情からくる保留の下に

ではあるが、最後にこう問わねばならない。すなわち、プロテイノスは『グノーシス派に

対して』によって、『ゾーストリアノス』の何を拒絶するのであろうか。 

『グノーシス派に対して』の第三章と第六章では、論敵が現下の可視的世界を生成した

                                                        
43 ナグ・ハマデイ文書第八写本の『ゾーストリアノス』はギリシア語原本からの翻訳であるから、

さらに厳密に言えば、そのギリシア語原本そのものと同じとは限らないということである。 
44 詳細については、『ナグ・ハマデイ文書 I 救済神話』（岩波書店、1997 年）に収録された拙訳と巻

末の解説を参照。 
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もの、従ってやがて物質とともに消滅するべく定められていると考えていることが批難さ

れている。たしかに、『ゾーストリアノス』は、ナグ・ハマデイ文書第八写本から判断する

限り、物質の生成をソフィアが下方を眺めた行為と結合する。その語り口も神話論的であ

る45。しかし、それを「ソフィアの過失」とする否定的評価は明瞭には行われていない。

また、物質も一義的に「悪」の根源とは見なされていない。むしろマクロに見れば、「万物・

全存在の根源の自己運動の一局面」（H・ヨナス）という位置づけに向かっていると言えよ

う。つまり、ヨナスが挙げる神話論的グノーシスから哲学的神秘主義への移行のための重

要な要件が満たされているのである。加えて、プロテイノス自身が『悪とは何か、そして

どこから生ずるのか』（エンネアデス I, 8）と題された別の論考では、素材（物質）こそが

「絶対悪」（形のなさ、限定のなさ、全くの非善）であると述べているのである。「魂より

もまえに素材自体が悪なのであり、それも第一義的な悪」（同、第 14 章）だとも言う。こ

のプロテイノスの見方からすれば、『ゾーストリアノス』の物質観につまずく理由はほとん

どないはずである。 

可視的な「この世界」の運命について言えば、たしかに『ゾーストリアノス』はそれが

破滅に定められていると言う。ただし、その発言は文書の周縁部で行われており（§18、

23）、その評価には注意が必要である。同じナグ・ハマデイ文書の中には、『ゾーストリア

ノス』と同じように神話論的グノーシスから哲学的神秘主義への移行の道を進み、プラト

ン主義学派哲学との接触を明瞭に示す文書がもう一つある。それは第十写本に収録された

『マルサネース』である。そこでは可視的世界の運命について、次のように言われる。 

 

さて、私（＝マルサネース）はこちら（＝感覚的世界）にあるものすべての退落、向こう（＝

叡智的世界）にあるものの不死を知った。私は識別し、感覚的で個別的な世界の限界、すなわち、

非身体的な存在のすべての場所に達した。そして、叡智的な世界も識別して認識した、感覚的世

界は全くもってそのすべてが保全されるに値するということを。（§14） 

 

ナグ・ハマデイ文書第八写本の『ゾーストリアノス』の見方も、方向としてはこれと同

じ方向に向かっていると考えなければならない。とすると、ナグ・ハマデイ文書第八写本

の『ゾーストリアノス』から見る限り、プロテイノスの批難は当たらないと言わなければ

ならない。プロテイノスの論敵が依拠していた『ゾーストリアノス』は、それとは異なる

版であって、神話論的グノーシスの物質（素材）観と世界観をより強く残していたのか、

あるいは再び復活させていたのだろうか。これが今私が直面している未決の問いである。 

 

Takashi ONUKI 
From Recognition to Experience 
― A Transformation of  the Gnosticism? 

                                                        
45 第 III-4 節に引用した§19-21 を参照。 
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終わりなき終わりの此方と彼方 
―有限性をめぐる人間と神に関する一考察― 

 

片柳榮一（聖学院大学） 

 

 

課題は「今、神はどこに」というものであるが、人間の有限性の問題に焦点をあて、間

接的にこの問に対したいと思う。人間の有限性を端的に示すものは、「死」という事実であ

る。死の根本にある不気味さは、その終わりがもつ独特の性格にある。我々の知る日常の

終りは、次に何かが始まる終わりである。一つの話の終わりは、次の話の始まり、或いは

沈黙の始まりである。夜の終わりは朝の始まりであり、私のこの発題の終わりは厳しい質

問の始まりとなる。我々はいつもそうした連続の中にある。しかし死が「終わり」である

という時、死が不気味さをもって現れるのは、端的な終わり、その先に始まりのない「終

わり」に面するからである。我々はそうした「終わり」を経験的には知らない。我々が知

っているのは、次に始まりのある終わりだけである。だから「死は終わりである」と悟り

澄まして言うとしても、この「終わり」という言葉が何を意味しているのか、実は少しも

分かっていないのが実情であろう。何か意味の分からぬことを口走っているにすぎない。 

この「終わり」がもつ不気味さを言い表そうとすれば、「次が始まらない終わり」、或い

は「終わりがいつまでも終わらない、ずっと終わりである終わり」といささか苦しく、ぎ

こちない表現を使わざるをえない。我々の時間感覚は、連続を要求する。終わりの次にく

るものを要求するが、死においては、次はなく、終わりで終わりである。しかし我々はそ

れで終わることができない。この終わりの前で、先に進まざるをえず、しかも終わりしか

ない故「終わりが終わらない」というしかない。そこで我々は死の不可解で不気味な相貌

に直面するのであるが、同時に終わりで終わることのできない自己そのものの不可解さに

直面している1。 

「終わりなき終わり」とは、ヘーゲル的には、本来的でない悪無限であると言われよう。

またカント的には、人間的な直観の形式にすぎない時間の基本要素としての「継起」を、

不適切にも端的な「終わり」に当てはめたにすぎない詭弁だ、と言われるかも知れない。

究極的には不適切であることは認めるとしても、死のもつ非日常的な異様さ、不気味さを

表すために、そして死を動きや生の単なる終止としてとらえて済むのでなく、終わりが終

わらないものとして慄然とせざるをえない我々自身の存在の不可解さを肝に銘じるために、

敢えてこの表現のもとに留まりたいと思う。 

もちろん「終わりなき終わり」に対しては異論があろう。「それはおかしい。終わりな

き終わりなどとややこしいことを言うとしても、終わりはやはり終わりであり、終わりは

続かない。死んだならそれっきり終わりなのだ」。これに対しては次のように反論し得よう。

                                                        
1 拙論「終わりで終わらないもの」『世界思想』30 号、世界思想社、2003 年、5-8 頁参照。 
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「問題なのは死んだなら終わりだということが何を意味しているかだ。この終わりという

ことはそれまで続いていたもの、動いていたものが単に動きを止めるのを、外から見て、

終わったと確認することではない。確かに外から、一つのレースを見るように考えるなら、

終わりは他の点と並ぶ一つの通過点であろう。しかし我々の「生きる」というレースにお

いては、終わりを外から見うるような観客席に我々はいるのではない。終わりはまさにそ

の当の者に関わり、その言わば走る先にある。それを追い越したり、脇から見ることはで

きない2。その者にとっての終わりは、何処まで行っても終わりであるもの、終わりが終わ

らないものとして現れざるをえず、この終わりから逃れることはできないのである。終わ

りなき終わりという表現は、死の終わりが、絶望的状況を終りにしてくれる解放ではなく、

やり直しがきかないことを最終的に確認するものにすぎないことを表している。 

「終わりなき終わり」を見据えている思想家としてレヴィナスを挙げ得よう。レヴィナ

スは如何なる意味においても、もののようには全体の内に部分として組み込まれえない、

人間存在の単独性を異様なまでに鋭く見つめている。彼の「他者」はこの単独性の極限で

出会われている。この単独性の意識は、彼の「死」への洞察と深く結び付いているように

思える。「死ぬことが不安であるのは、死にゆく存在は自ら終わりながらも、みずからを終

わらせることができないからである。死にゆく存在はもう時間がない。ことばを換えれば

どこにも歩をすすめることができない、死にゆく存在は、それでもゆくことができないと

ころへと歩み、窒息することになる。それもいつまで？ いつまでもである」（『全体性と

無限』熊野純彦訳、岩波文庫版、（上）93 頁）3。レヴィナスが面する「私」の死は、消滅

の無という中立的非人称的なものではない（勿論ハイデガーへの批判である）。私の「怖れ」

のうちで襲い掛かり、脅かす暴力的なものである。死は決して私の手のうちにない。自発

的能動的なものとしての自殺においても、死は向こうからやって来、私に襲いかかるもの

である。自殺においてさえ絶対受動的に蒙るしかない死の到来性4を、レヴィナスは死の「暴

力」という。これは誰かが誰かに向けうる経験的暴力ではない。彼はこの形而上学的な暴

力のうちに「他なるもの」を見ている。「「他者」は、超越というできごとそのものとわか

ちがたいものとして、死が、場合によって殺人が、そこから到来するような領域に位置し

ている。死が到来する常ならぬ時間は、なにものかがさだめた運命の時のように接近して

くる。敵意ある悪意をもった力、絶対的に他なるものであり、そのことだけでも敵対的で

ある力が、死が到来する時の秘密を手にしている」（同書、下、123 頁）。レヴィナスは死

の形而上学的暴力のうちに根源的関係性、社会性を見ようとする。ここにこそ彼の他者論

の特異性がある。「一箇の社会的な繋ぎ（conjoncture sociale）が、脅威のうちでたもたれて

                                                        
2 この点でハイデガーの「死への有」の第三の特徴づけ「追い越し得ない unüberholbar」は的を得た

ものである。M.Heidegger, Sein und Zeit, GA2, S.350. 
3 彼は続ける。「歴史という共通の時間に関係しないとは、死すべき存在が、歴史の時間と平行して

は流れていない次元の中で展開されるということである」（同書 93 頁）。 
4 レヴィナスの思想から深い影響を受けたと思われる M.ブランショは、我々が死を絶対受動的にし

か迎ええないことを冷徹に見つめている。「死におもむこうと決心した場合でも、やはり死の方が、

私に到来するのではないか？ 私が死をとらえたと思いこむ時でも、死の方が、私をとらえ、私を

解き放ち、私をとらえ得ぬものに委ねるのではないだろうか」（M.ブランショ『文学空間』（粟津則

雄他訳）現代思潮社、1976 年、127 頁）。 
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いる。この繋ぎ5は、不安のうちに沈んで、その不安によって「無の無化」に変容するので

はない。怖れをもって死へと存在しているとき、私は無に直面しているのではない。直面

しているのは、私に対抗するものなのであって、それはあたかも、殺人が死ぬことの機縁

の一つであるというよりも、むしろ死の本質から分離されないものであり、つまり死の接

近が「他者」との関係に属する様態の一つでありつづけるかのようなものである。…死が

意志に抗してもたらす脅威の背後で、死が間人格的な秩序（un ordre interpersonell）と関係

していることが示されなければならない。死すらもこの間人格的な秩序の意味を無に帰す

ることはないのである」（同書、下、124 頁）。彼は死を暴力ととらえることにおいて、自

らを徹底して意志の次元で捉え、自らを滅する否定としての死をも、疎遠な意志としての

暴力ととらえる。そこにおいてこそ、否定によって生の意味をまったく奪われることのな

い次元があるという。「私の権能の及ばない敵や神、私の部分ではない敵や神であっても、

なお私との関係のうちにありつづけ、私に意欲することを許している。…死がそこにさか

のぼる殺人は、冷酷な世界をあかすものではあるけれども、その世界もまた人間の諸関係

という尺度にあったものである」（同書、下、129 頁）。レヴィナスは、或る人を憎悪し、

その人に苦しみを与えようとする者が、一方で憎しみの対象である者を、ものへと滅ぼそ

うと欲するが、他方その者がその滅びを感じる意識する「主体」で在り続けることを欲し

てもいるという、いわばサディストの矛盾に似たものを、苦しみのうちに忍耐する者の状

況に見る。この忍耐する者は、肉体の物化の直前でなお、それに隔たりを保ち、耐えてい

る。極度の受動性における極度の能動性がここには見られる。レヴィナスは絶対に自らの

権能の及ばないものとして到来する「死」に面する者が、その極度の受動性の中で、なお

それに隔たりを保つ能動性という忍耐において、意欲の変貌の可能性を見る。 

意志において死の否定が暴力として受け止められる時、そこにあるのは確かに冷酷な世

界ではあるが、しかしそこにあるのは、自らの意欲が許され、語りかけが許される「間人

格的秩序」の空間であるという。根源的に他者に引き渡され、他者に向けられた存在とし

て自らを引き受ける空間である。死が根源的暴力として迫る時、「私」は非人称的な無に対

しているのではなく、「私」がそれに対して正面から真向かうことのできる「他者」に対面

しているのであるという6。「暴力7が生起するのは、私がだれかによって、まただれかのた

めに死ぬことができる世界においてのみである。このことを通じて死が新たなコンテキス

トに置かれ、死の概念が変容する。つまり死が私の死であるということがらに由来する悲

壮さが死からとりのぞかれることになる。べつのしかたで語るとするなら、忍耐において

意志は自らのエゴイズムの殻を突きやぶり、いわばじぶんの重力の中心を意志自身の外部

                                                        
5 女性代名詞 elle を熊野訳はすぐ前の脅威ととっているが、脅威において保たれている社会的な繋

がり（熊野訳はめぐりあわせと訳している）が死において解消されるのでなく、まさしく対抗する

他なるものとして姿を現すのであると、筆者は解釈する。 
6 無という非人称的に「私」が通り過ごされる次元でなく、暴力という形にせよ、「私」という人格

が真っ向から問題にされる次元で、いわば徹底して関係的に死に対しうるというのが、レヴィナス

のいう「間人格的秩序」の意義であろう。 
7 熊野訳は女性代名詞 elle をすぐ前の忍耐ととるが、筆者は、「暴力」と解釈する。どんなに残忍だ

としても、暴力においては他者が存するのであり、私が誰かによって死にうる（殺される）、ある

いは誰かのために死にうる世界で始めて暴力は生起するからである。 
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へと置き換えて、なにもそれを制限することのない＜渇望＞であり、＜善さ＞であるもの

として意欲することになるのである」（同書、下、138 頁）。レヴィナスは「神話から浄化

された信、一神教的な信仰はそれ自体、形而上学的な無神論を前提している」（同書、上、

143 頁）というが、このような信は、まさしくこの間人格的秩序において始めて問題にな

ることが窺える。「終わり無き終わり」に固執する「私」の意志の変貌を、レヴィナスは見

据えている。レヴィナスにとっての神は、このような「間人格秩序」において問題になる

といえよう。 

『有と時』の中でハイデガーが「終わり」を問題にするのは、現存在に相応しい仕方で、

この有の全体性を取り出そうとするこの探究の中心の問題においてである。そして現有の

根本構造の第一に、自らに先立って Sichvorweg ということがあり、現有はいつも未完であ

るとすれば、現有の全体を捉えることは不可能ではないか、というアポリアに面してであ

る（Heidegger, GA2, S.314ff.）。直前に有るもの Vorhandenes に特有の全体性の捉え方が排除

されたのちに、現有にとって全体でありうるのは、終わりを先取りする「先駆 Vorlaufen」

において、死を徹底して「可能的なるもの」として捉え、これを自ら引き受ける覚悟性に

おいてであるとする（GA2, S.348ff.）。終わりを確実ではあるが、いまだ先のこと、それま

でまだ時間のあることとして避けるのでなく、可能性において「終わり」に先駆し、ある

いはむしろ、終わりが現に到来しており、現に終わりに臨んでいることを自覚し、終わり

を自ら引き受け、覚悟することが現有に相応しい全体性の捉え方であるとする（GA2, S.404）。

この Sichvorweg をハイデガーは、根源的に可能的なものの領域を開くものとして、人間存

在の核をなすものを見ている8。人間存在に固有な全体性と固有な死が問題になるのも、人

間存在が本来的に自らに先立つからである。我々の問題でいえば、死を「終わり無き終わ

り」として捉えうるのもこの可能的なるものを開く本性によるのである。 

ハイデガーは、「時間が終わり無く続く、時間が無限的である」という理解を日常的通

俗的なものであり9、配慮的に生きる現有にとっての正当性はもつものの、根源的な時間性

からの派生にすぎないとする（GA2, S.559）。確かに我々は、自らを包みこむ、今の涯しな

い連続としての時間を、我々がそのうちにある無限の広がりとして受け取り、そのもとで

のみ有るものが我々に現れ、出会う場として、その圧倒的な涯しなさの前に沈黙してぬか

ずかざるをえない。そのような涯しなさとして時間は我々を触発し、根源的抵抗として我々

の前に、個々の有るものに先立って真向かい立つ。「終わりなき終わり」もこの涯しない広

がりにおいて問題になる。しかしこの我々を圧する涯しなさであり、抵抗そのものである

時間は、決して他の経験的な有るものに並ぶ存在するものではない。そのような有るもの

として我々を圧し、抵抗するのではない。そうではなく時間はまさに我々が与えるもので

                                                        
8 可能的なるものが現実的なるものよりも根源的であるという考えは、『哲学への寄与』においても

明瞭である。「真有においてのみ、その最深の裂け目として可能的なるものが生起する。だから別

の始まりの思惟においては、可能的なるものという形姿で先ず真有は考えられねばならない」（GA2, 
S.475）。 

9 しかしハイデガーはこの通俗的な理解のうちにも、時間の変化を生成としてよりもむしろ、過ぎ

去りと捉え、一回的と捉えることのうちに、終わりを含んだ時間の謎めいた本性を人々が直感的に

捉えていることを指摘している（GA2, 561）。 
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ある。この根源的な時間の開けは、我々有限な現有に固有な有の在り方に由来する。この

在り方とは、事物を自ら創造するのでなく、事物を我々の外に見出し、出会うという仕方

でしか事物に関わりえないそのような在り方であり、この時間の開けは、自らの有限性の

固有の受取り方なのである10。 

ハイデガーは、死の「終わり」は、運動の終極でも、線の終わりでもなく、不可能性の

可能性として、先駆的に覚悟すべきものであるという。この現在に終わりが本質的に含ま

れるものとして時間の終わり性 die Endlichkeit der Zeit（GA2, S.561）を知るべきであるとす

る。「現有は自らの終わりへのそのような有において、本来的に全体的に eigentlich ganz 実

存するのである。それは「死の内に投げ入れられつつ」それでありうるそのような有るも

のとしてである。現有はそこで単に止んでしまう一つの終わりを持つのではない。そうで

はなく終わり的に実存するのである
．．．．．．．．．．．．．

endlich existiert」（GA2, S.436）。endlich とは単に、涯しな

い長さに対比された限られた長さという意味の有限的であるというのではない。ハイデガ

ーのここでの使い方は明らかに、自己のいわば有そのものに終わりが属するものとしてと

いうことである。現在に終わりは含まれず、ただ未来に終わりは属するという有と終わり

の二分法でなく、有そのものに終わりとしての無が属するものとして考えようとする。「現

有は有る限り寧ろ、自らの「未だ‐ない」で既に常にあるのと同様に、現有はまた既にい

つも自らの終わりである」（GA2, S.326）。 

しかし死という終わりとは何であるのか。ハイデガーは死の終わりを、手許に有るもの

や直前に有るものの終わりと同じように考えることを厳しく戒める。現有にとって死とは、

「もはや‐現に有る‐ことができない可能性」（GA2, S.332）である。終わりはここでは、

徹底して可能性のもとで見られている。ハイデガーにとって先駆とは現有が時たま取る姿

勢ではなく、現有そのものの有をなすものでさえある（GA2, S.348）。「可能性としての死は

現有に、実現されるべき何物も与えないし、また現有が現実的なものとしてそれ自身有り

うべき何物も与えない。死は…に関わる如何なる関わりも、つまりいかなる実存をも不可

能にする可能性である。この可能性への先駆においてこの可能性は「ますますより大きく」

なる、つまりいかなる程度も、如何なる多少も知らず、実存の度外れの不可能性の可能性

（die Möglichkeit der maßlosen Unmöglichkeit der Existenz）を意味する」（GA2, S.348）。「終わ

りなき終わり」とは果てしなき終わりであった。ハイデガーがここで言う度外れの不可能

性の可能性に近いともいえる。違いといえば、「終わり無き終わり」という捉え方において

は、端的な果てしなき終わりを一方にし、それとは対立するものとして、それに臨んで戦

慄している我々の有を他方におき、両者を対峙させているのに対して、ハイデガーは、現

有の根底を先駆として捉え、先駆することを自らに至ることとし、この度外れの不可能性

を可能性として引き受け、終わり的に endlich 生きることを本来的実存とし、現有と終わり

を一つとしている点であろう。しかしこの終わりは、人間の覚悟性のみによって引き受け

うるには、あまりに涯しなく、また重すぎるものではないのか。 

『有と時』で目指しているのは、本来的実存を可能にする根源的な時性を露わにするこ

                                                        
10 拙論「超越の開明 ―ハイデガーのカント解釈について」『文化学年報』第 18 号（神戸大学大学

院文化学研究科発行）、1999 年、100 頁参照。 
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とであるが、それは我々の経験的な如何なる企てにも先立っているものである。例えば次

のように言われる。「現有は、このものにとってそれ自身がその有において問題である有る

ものとして実存する。この自ら自身に本質的に先立って現有は、すべての単なる、事後的

な自己考察の前に、自らの有り得ることに向けて、自らを企投してしまっているのである

（hat es … entworfen）」（GA2, S.537 下線筆者）。あらゆる経験的事実に先立つこの企投が、

無的な根拠であることを引き受けるよう呼びかける良心の呼びかけの根拠であり、また先

駆的覚悟性の「根源的無」としての世界への跳躍をも支えている11。だからこそこの「終

わり」への跳躍は、自己への到来なのである。「根源的で本来的な将来は「自己＝へ＝向か

って」ということである、無なることを可能にする追い越しえない可能性として実存しつ

つ自己へということである。根源的な将来の脱自的性格はまさに次のことに存する、つま

り根源的将来が「在り得る」ということを終結し、すなわち根源的将来それ自身が終結さ

れており（geschlossen ist）、そのようなものとして、無なることを覚悟を決めて実存的に理

解することを可能にする、ということである」（GA2, S.436f. 辻村訳）。時性そのものが「在

り得る」ことを終結するという脱自的性格を根本においてもっており、自身が終結されて

いるのであるとハイデガーは述べ、根源的時性の終わり的本性 Endlichkeit を強調する。し

かし我々が本来的に自らに先立っているとすれば、終わり得ずに、終わり無き終わりに面

せざるをえないのも我々の有の根本に由来するのではないかとの問いが生まれよう。これ

に対するハイデガーの答えは恐らく、根源的時性は、すでに「在り得る」ということを終

結してしまっているということであろう。だからこそ我々は、先駆的にこの不可能性の根

拠を引き受ける覚悟性を遂行しうるのだと。現有に相応しい終わりとして先駆的覚悟性に

よって見定められた終わり的実存 endliche Existenz は、根源的時性によって、いわばすでに

可能とされているのである。いつも逃避と頽落のうちにある現有を先駆的覚悟性へ向かう

ことを可能にしているものとしての根源的時性の、いわば超経験的な終結性が、この時期

のハイデガーのラディカルな思惟の冒険を支え、勇気づけていたと考ええよう。そうでな

ければ涯しない終わりとして姿を現すものを、引き受け担うことなど、人間にできるはず

がない。 

『有と時』が未完に終わったことについては様々に言われようが12、有るものの有の時

性へ向けての企投という『有と時』の最後の企図がなお、真の「有」を「有性」という普

遍的なものへ対象化する危険を免れていないことに気付いたからであるという（GA65, 

S.451）。しかし時性がすでに成し遂げている出来事として取りだされたもの、「終わり」が

                                                        
11 「世界が無であるとは、それが存在するものではないという意味においてである。存在するもの

の何ものでもないが、それでも「それが与えて在る」何か（etwas, was es gibt）である。この非‐存

在するものを与えるそれとは、それ自身存在するものとして在るのではない（ist selbst nicht seiend）、
そうではなく時熟する時性である。そしてこの時性が脱自的統一として時熟させるものが、時性の

地平の統一、つまり世界なのである。世界は根源的に時熟する無であり、時熟において、時熟と共

に発出するものそのものである―だから我々はこれを根源的無（nihil originarium）と呼ぶのであ

る」（GA.26, S.272）。 
12 細川亮一氏の「時間性の自己企投は存在の多様性を孕みうるほどの豊かさをもっていない」との

指摘は十分考究に価する。細川亮一『意味・真理・場所 ―ハイデガーの思惟の道』創文社、1992
年、263 頁。 
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現有に本質的に属しているという根源的出来事を手放しているのではない。根源的時性は、

真の有の真性として見据えられ、終わりが現有に本質的に属しているという理解し難い出

来事は、「自己覆蔵のための開け Lichtung für Sich-Verbergen」として究明されてゆく。 

『哲学への寄与』では、死の問題をハイデガーはどのように考えていたのであろうか。

この書の最終章「最後の神」のはじめの断片（253）が次のような文章で終わっているのは

示唆深い。「我々が“死”をその極限においてほとんど何も把握していないとすれば、最後

の神の稀有の目くばせに耐えうるほど熟している（gewachsen）などと、どうして望めよう

か」（GA65, S.405）。「死」への凝視が、最後の神の目くばせを見分けるために不可欠である

ことを、この時期のハイデガーも考えていたのである。 

『哲学への寄与』においても死への思索は、確かに根本を貫いている。彼は『有と時』

における「死」の考察の意義を振り返りつつ述べる。「人間の現‐有における死の唯一性

（Einzigkeit）は現‐有の最も根源的な規定に属する、つまり真有そのものによって性起せ

しめられるという規定にである。それは真有の真性（自己覆蔵の開け）を根拠づけるため

である。死の唯一性と非尋常性において、あらゆる有るもののうちにおける最も尋常なら

ざるものが開示される。疎遠を惹き起すものとして現じる真有そのものである。しかしこ

の最も根源的な連関についてそもそも、俗な見方や算段により擦り切れ慣れた立場から、

何かを予感しうるために、まず、現‐有の死そのものへの関わりが、そして覚悟性（開示）

と死の間の連関、先駆が、きわめて鋭く唯一的な姿で見えるようにされねばならなかった。

しかし死へのこの先駆は決して、単なる“無”に達するためではなく、逆に真有への開性

（die Offenheit für das Seyn）が全的にそして、極限から開かれるためなのである」（GA65, 

S.283）。『有と時』において本来的実存としての先駆的覚悟性を可能ならしめるものとされ

た根源的時性は、『哲学の寄与』において、真有の真性（Wahrheit des Seyns）として見据え

られている。ここでは死への先駆は、真有への開かれた在り方が開示されるためであると

いう。死が「終わり無き終わり」ではなく、根源的な開けを開示するものとしてとらえら

れている。しかも我々の終わりの引き受けを可能にする時性としてとらえられたものは、

単に明るみでなく、自己覆蔵のための明るみ Lichtung für Sich-Verbergen とされる。 

『有と時』との関係では次のようにも言われる。「基礎的有論的本性における現有の根

源的な将来性の本質的な連関において、死が企投されたということはしかし、さしあたり

『有と時』の課題の枠内においてということである。死は“時”との関係にあり、この時

は真有そのものの真性の企投領域として着手されている。すでにこのことが、共に問おう

とする者にとって十分明瞭に、次のことを指し示すものである。つまりここで死への問い

は、真有の真性との本質的連関に立つものであり、この連関にのみ立つものである、そし

てそれ故ここでは死が、真有の否定として、あるいは“無”として真有の本性とみなされ

るなどということは決して、如何にしてもないのであり、そうではなくまったく逆に、死

は真有の最高の、極限の証言（Zeugnis）なのである」（GA65, S.284）。『有と時』において

死が、現有の根源的な将来性との関わりで企投されたということは、単に死が可能的な未

来として考察されたということではなく、将来性が、自己へ到来することを可能とするも

のというハイデガー独特の意味において考えられていることを意味する。死に先駆するこ
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とにおいて、不可能性の無に没するというのでなく、本来的な現有の全体に至り、その意

味で自己に到来するということである。そのような意味で死を『哲学への寄与』において

も考えているからこそ、死が真有の最高で極限の証言であると言えるのである。 

同じことをハイデガーは次のようにも述べる。「死は「現」の極限 das Äußerste のものと

して、同時にこの現の可能的にまったき変貌の最も中核にあるものである。そして同時に

このうちに無というものの最深の本性への指し示しがある」（GA65, S.325）。ハイデガーが

「真有 Seyn」を如何なる有るもの Seiendes でもなく、有るものに対して最も尋常ならざる

ものと言い、さらに無は真有に属するという時、彼が見据えているのも、死という現象を

透かして見えてくるものである。「真有は“無なるもの nichts”を想い起させる、そしてそ

れゆえに無 das Nichts は真有に属する。この所属に関して我々の知るところは少しも十分

ではない。…真有は、いかなる尋常なるものにも侵されないという意味で、非尋常的なも

のである。だから我々は真有を知るために、あらゆる慣れ親しみから抜け出なければなら

ない。この慣れ親しみは、我々の領分であり、われわれの営みとするところであるから、

我々の側からは、この抜け出しをなすことはできない。真有そのものが我々を、有るもの

から引き出さねばならない。真有そのものが、存在するもののうちにあり、存在するもの

によって塞がれているものとしての我々を、この塞ぎから、戦慄と共に据え換え（entsetzen）

なければならない」（GA65, S.480）。終わりの不可能性と不可分に「現」に開かれる真有は、

現有にとっては、戦慄的な脱自的出来事であり、そのようにしてのみこの「終わり」は自

らのものとされる出来事 Ereignis なのである。 

『哲学への寄与』における基本テーゼは、真有 Seyn を、有るものの最高のもの、最も普

遍的なものとして、有るものから、有るもののために考える（伝統的形而上学）のでなく、

真有を有るものからしては最も非尋常なるものとして持ちこたえ、自らの明るみを真有の

「自己覆蔵のための明るみ（Lichtung für Sichverbergen）」とするということである。そして

真有を有るものの方から考えるのでなく、真有そのものの非‐尋常さそのものを持ちこた

えるという時、この非‐尋常なるものに、対応するものが死の非‐尋常さである。「有るも

のの避け難い慣れ親しみの中でここでは真有は最も非尋常なるものである。真有のこの疎

遠さ Befremdung は、真有の一現象形態ではない。そうではなくて真有そのものである。真

有の根拠づけの領域、すなわち現‐有において、真有の非尋常さに対応するのは、死の唯

一性である。最も恐るべき歓呼として一人の神の死去がなければならない。唯人間だけが、

死の前に立つという徽章を“持つ”。というのも人間は真有の内に緊迫して立つものとして

あるのであるから：死は真有の最高の証言 Zeugnis である。…ただ現‐有においてだけ、

かの真性が真有に対して根拠づけられる。その真性においては、全ての有るものが真有の

ためにのみ有るのである。つまり最後の神の途跡として閃く真有のためにである」（GA65, 

S.230）。ここでも死への思索が根本を貫いていることは明瞭である。真有の非‐尋常さに

対して、死の唯一性が対応する領域が、真有の根拠づけの領域、つまり現‐有であるとい

う言葉にも注目すべきである。ハイデガーにとって、死を根源的に含んだ被投的「現」を

自らが根拠となって引き受ける「先駆的覚悟性」は、『哲学への寄与』においては「現‐有

における真有の根拠づけ」として引き継がれているのである。そしてこの書のキーワード
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としての真有の真性 Wahrheit des Seyns は、「自己覆蔵のための明るみ」として捉えられて

いるのであるが、この覆われにも、死は根源的に関わる。「現 Da にはその極限として固有

の開けにおけるかの覆蔵性 Verborgenheit が属している。それは離去
．．

das Weg であり、不断の

可能性
．．．

としての離去‐有である13。人間はこの離去‐有を死の様々の形態において知って

いる。しかし現‐有が先ず最初に把握されるべきであるとすれば、死
．
は現の極限の可能性

として規定されねばならない。ここで
．．．

“終わり”について語られ、そして前もって現‐有

が、如何なる仕方の直前に有るものからもきっぱり区別されているのであれば、“終わり”

はここでは、直前に有るものの単なる終始や消滅を意味しえない。もし時間が時性として

脱離 Entrückung であるなら、ここでは“終わり”は、一つの否定であり、この脱離に対し

て他をなすものであり、現そのものが“離去”へ全面的に逸脱すること Verrückung である。

そして“離去”はまた、以前直前に有ったものの単なる不在の“続行”を意味するのでは

ない。そうではなくそれは現に対して全く他なるものである。それは我々にはまったく隠

されてあるが、しかしこの覆蔵性において現に本質的に属するものであり、現‐有の内的

緊迫性において共に持ちこたえられるべきものである」（GA65, S.324）。ハイデガーは、死

の終わりを、直前にあるものの終わりとしての終始や消滅からはっきりと区別する。我々

の知っている、次に新たな始まりのある一つの終わりとまったく違うものに真向かう。我々

の企投によって開かれた時の明るみとは根本的に異なるものにである。それは「現」に対

してまったく異なるものであるという14。しかもこのまったく異なるものが、その隠れに

おいて「現」に本質的に属するものであるという。まったく異なるものが本質的に属する

という矛盾を、この書の基本テーゼはまさしく言い表している。つまり人間は「現」にお

いて根源的な明るみ Lichtung のうちに立っているが、この明るみ自身が隠れのためのもの

であるということである。そしてこの隠れは我々には、死の様々な形態において知られる

のであるとすれば、真性の現における根拠づけとは、我々の現の明るみがそのためにある

隠れを、現の明るみと一つなる死として、持ちこたえることなのである。 

ハイデガーが「終わり」と「最後」を区別している断片を挙げておこう。「最後の神」

と題した断片（256）の終わり近くにおいてである。「終わり das Ende は唯次のような処に

のみ在る、つまり有るものが、真有の真性から身を引き離し、問うに相応しいあらゆるも

の、つまりあらゆる区別を否定してしまった処にのみ有る。それは、有るものが、このよ

うに身を引き離したものの終わり無き（endlos）諸可能性において、終わり無き時のうち

で、身を振る舞うためである。終わりは止む時のない“そしてさらに続いて”であり、こ
                                                        
13 この wegsein という用語をハイデガーは、すでに 1924 年の「アリストテレス哲学の根本諸概念」

において、しかも「なくなっていることは、現存在の際立った在り方の一つ」という死の本質に関

わる意味において用いていたことを森一郎氏は指摘している。森一郎『死と誕生 ―ハイデガー・

九鬼周造・アーレント』（東京大学出版局）2008 年、176 頁。 
14 この企投と根本的に異なり先立つものを、ハイデガーは次のように記す（この言葉は『哲学への

寄与』のうちでも最も深く考察するに値するものの一つであると思う）。「可能的なるもの、そして

端的に可能的とさえ言えるものは、唯試みに対してのみ開かれる。試みは、前もって把持された意

志によって徹底して支配されていなければならない。自らを超えての自らの措定（das Sichübersich- 
hinaussetzen）としての意志は、自らを超えて有ること Übersichhinaussein のうちに立っている。この

ように立つことは、そのうちへと真有が聳え立つ時‐遊戯‐空間を根源的に受け入れることである。

これが現‐有である」（GA65, S.475）。 
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のようなものに対しては、最も最初のものとしての最後のもの
．．．．．

das Letzte は、そもそもの初

めから、そしてとっくに身を引いてしまっているのである。終わりは自分自身を決して見

ることがない。そうせずに、自らを完成していると見なしている。それゆえに最後のもの

を待つこと、また経験することへ備えておらず、備えもできていない」（GA65, S.416）。こ

こで「最後」とは区別されて否定的に「終わり」と言われたものは、現前するものの単な

る最果てである。しかしまたそれは終わりの止むことのない“そしてさらに続いて”であ

る。これをハイデガーは理解の頽落形態として拒否している。ハイデガーは、この「終わ

りなき終わり」として現れる「真性からの身の引き離し losreißen」とは別の、一つの涯に

立とうとしている。最後であり、別の始まりである時‐空間にである。最後であるとは自

己覆蔵として死を秘めた暗がりがあるからであり、始まりであるとは、なおこの覆蔵が、

自らがそのために有るものであり、自らとはまったく別であり、自らの否定でありながら、

これが自らの本質に属するが故に、これに開かれた明るみに立つからである。最後の神15の

立ち寄りとは、この最後と始まりとが一つである時‐空間の開けが確かな場を得ることで

はないのか。 

西田幾多郎の最後の論文での死への眼差しは凄絶とさえ言える。彼は永遠の死と言う。

「自己の永遠の死を自覚すると云ふのは、我々の自己が絶対無限なるもの、即ち絶対者に

対する時であらう。絶対否定に面することによって、我々は自己の永遠の死を知るのであ

る。併し単にそれだけなら、私は未だそれが絶対矛盾の事実とは云わない。然るに、かく

自己の永遠の死を知ることが、自己存在の根本理由であるのである。何となれば、自己の

永遠の死を知るもののみが、真に自己の個たることを知るものなるが故である。それのみ

が真の個である、真の人格であるのである」（岩波旧版全集、XI、395 頁）。まさしくこの

自己が永遠の死に臨むこと、それが、自らが存在することの根本理由であるという。何故

存在の根本理由が永遠の死の自覚にあるかといえば、ここにおいてはじめて、人は真の個

となるからであるという。 

このことは少し前の「物理の世界」では、次のようにも表現されている。「それは全世

界を否定することによって自己自身が成立する、即ち自己から世界が始まる、創造的であ

ると云ふことであると共に、永遠なる自己消滅の約束に於て自己が成立するといふことで

なければならない。一度的にして永遠に消去ることが、全体的一の唯一の事として永遠な

る所以である」（XI, 9）。死をやむを得ず引き受けなければならないものとして覚悟するこ

とまでは、我々にも辛うじてできるかもしれない。しかし西田は、永遠の死に臨むことそ

のことが、自らが存在することの理由であり、自己消滅の約束において自己が成立すると

いう。一度的にして永遠に消え去ること、「無限なる唯一的事の世界」（XI, 9）として一回

的であるということが、まさしく永遠的ということであるという。 

西田は「死」において絶対なるものに面している。死において我々は、相対ならざるも

のに接するのである。しかし西田の言い方には注意が必要である。「相対的なるものが、絶

対的なるものに対すると云ふことが、死である。我々の自己が神に対する時に、死である。

                                                        
15 最後の神については、辻村公一氏の論文「最後の神」より多くの示唆を与えられた。辻村公一「最

後の神」、『ハイデッガーの思索』所収、創文社、1991 年、171-205 頁。 
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イザヤが神を見た時、「禍なるかな、我亡びなん、我は穢れたる唇の民の真中に住むものな

るに、我眼は萬軍の主なる王を見たればなり」と云って居る。相対的なるものが絶対者に

対するとは云へない。又相対に対する絶対は絶対ではない。それ自身亦相対者である。相

対が絶対に対するといふ時、そこに死がなければならない。それは無となることでなけれ

ばならない。我々の自己は、唯死によってのみ、逆対応的に神に接するのである、神に繋

がると云ふことができるのである」（XI, 396）。西田は、死が既に知られたものであるかの

ように、「死において絶対に面する」とは言はない。そうではなく旧約イザヤ書を引用しつ

つ、「相対が絶対に対することが死である」と、いわば死を定義している。確かに相対は相

対にしか対しない。相対に対する絶対は絶対ではなく、それ自身相対である。通常の意味、

論理からしては、相対と絶対は、対しえない。対するなら絶対は相対化されるからである。

にも拘らず、我々相対的なるものが絶対的なものに対するとすれば、それは、相対的なる

ものが、絶対的なるものを相対化するのでなく、絶対的なるものによって無とされる場合、

滅びという意味での死においてであるということになる。しかし単にこれだけのことであ

るなら、逆対応と言う必要もない。相対を許さず、対するものを滅する、西田の言う超越

君主的な絶対として理解されるまでである。死によってのみ逆対応的に神に接すると言う

言葉が、西田に独自の意味をもつのは、絶対の絶対性が意味を変じる時にである。「自己の

外に自己を否定するもの、自己に対立するものがあるかぎり、自己は絶対ではない。絶対

は、自己の中に、絶対的自己否定を含むものでなければならない。而して自己の中に絶対

的自己否定を含むと云ふことは、自己が絶対の無となると云ふことでなければならない」

（XI, 397）。相対的なるものが、死において、自らを否定され、しかも自らの無において絶

対なるものに対して安んじうるのは、この絶対的なるものが、外にでなく自らのうちに否

定を含み、対抗する相対的なるものを内にしているからである16。死と消え去りが永遠の

うちに場を得ているからである。永遠の死が自らの存在理由であるという謎めいた言葉を

理解する足がかりは、ここから得られよう。 

論者は死を「終わり無き終わり」と理解して17、この考察を始めた。レヴィナスは、こ

の形而上学的な暴力に耐える忍耐のなかで、間人格的秩序と言われるものを見出している。

自らを越えた他なるものが告げられるこの秩序のうちに、彼の無神論的一神教の信と言え

るものは根を持っている。ハイデガーは、真有の真性から身を引き離した有るものの「終

わり無き終わり」とは別の、最後であり、始まりであるものの開けを、最後の神の立ち寄

りとして見据えている。西田は、死において絶対的なものに面しているが、この死の終わ

りは、絶対的なるもの自身のうちに包まれたものであり、それこそが相対的なるものの存

在理由と言えるものであるという。 

我々は「終わり無き終わり」の彼方を示されたであろうか。あるいは「終わり無き終わ

                                                        
16 西田が絶対者の自己否定について本格的に語りだすのは『哲学の根本問題 続編』の第一論文「現

実の世界の論理的構造」からである。拙論「人格と人格を超えるもの ―西田哲学とキリスト教

をめぐる一考察」『基督教学研究』第 28 号、1-24 頁参照。 
17 死で終わることのない死を、第二の死と特徴づけたのは、アウグスティヌスである。De civitate Dei , 

XIX, 28.「それゆえこの第二の死は、それが死でもって終わりえないゆえに、なお一層耐えがたい

ものとなろう ac per hoc ideo durior ista secunda mors erit, quia finiri morte non poterit」 
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り」の唯中に、自らを根源的に越えて包む、始まりの涯しない開けが開かれているのであ

ろうか。 
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