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景山 洋平 （ブッパータール大学） 1

はじめに
自然に触れる際に抱かれる最も素朴な感覚は、「何が起こるか分からない」や「意のま
．．．．．．．．．．．
まにならない」といった驚きである。この感覚が先鋭化すると、生きられた人間的意味の
．．．．．
世界の限界 に直面する畏れが経験される。前近代では、こうし た畏れは、自然の勢威を神
話的想像力と結びつけた。また、主流では脱魔術化した近代以降でも、
「何が起こるか分か
らない」自然への感覚は、理念化する科学的予測を事としない一般市民の日常的危機感を
少なからず構成する。
また、こうして畏れと共に受け止められる自然は、それが人間的意味の世界の限界を成
．．
すが故に、逆に、人間が、それぞれ関心も背景も異なる多様な人々の差異を超えて、ただ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
存在する限りの資格において共に生きる事 の輪郭を形づくる。前近代であれば、自然の祭
祀は、政治権力やコミュニティ統合の源泉である。また現代でも、消費文明の環境限界、
社会が突き当たる老化や疾病など身体の自然な限界、自然災害に対する技術的対応の限界
など、人が否応なく直面する《限り》としての自然は、多様な社会的差異を超えて、人が
共に生きる《かたち》を再構築する事を促している。
本稿の目的は、後期ハイデガー哲学を理論的基盤として、人間的意味の世界の限界とし
ての自然の経験の本質と、この経験に対処する技術的共生の非本来的・本来的なあり方を
存在論的に考察する事である。周知の通り、後期ハイデガーの「出来事（Ereignis）」の哲
学は、存在者の形而上学的解釈を突破する原初的な立ち現れの経験を言葉にもたらす。そ
れ故、これは、一人称観点で顕在的に生きられる生活世界的状況の限界としての自然の意
味を分析するツールとなる。また、自然という限界 の現象学的意味に、後期著作における
技術思想を重ねて考える事により、人間の技術的共生が、自然の原初的な意味を欺瞞的に
隠蔽するあり方とそれを本来的に受容するあり方を 検討できる。こうした作業を通じて、
自然との安定した自明な関係が喪われる場面における《自然と技術》のあり方を問いたい。
まず、第一章では、「大地（Erde）」概念を念頭に置き、自然経験の現象学的基層を取り
出す。「大地」解釈上の哲学史的考証は別稿で行ったので 2 、ここでは、事象の直感的把握
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
を重視したい。具体的には、物事に根拠を与える事を可能とする生活世界的な意味脈絡が
．． ．．．．．．．．
《解体 》される変化の経験 が、「大地」の内実である。第二章では、
「立て組（Gestell）」概
．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．． ． ．．．．．．．．
念を元に、まず、日常的共生においてこの経験 が顕在化する あり方 を 、自然の不都合な変
．．．． ．．．．． ．．．．．．．．．
． ．．．．．．． ．．．．．．．
化可能性 、則ち自然の リスクとして捉える 。その次に、こ の生活世界的な リスクの社会的
．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．． ．．．．．． ．．． ．．．．
コミュニケーションにおける 隠蔽が 、技術の 自己目的化を 構造的 に支える 事を主張する。
第三章では、「出来事」に関わる本来的あり方の「準備（Vorbereitung）」的性格を手がかり
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．．．．．．．．．．
に、限界としての自然に本来的に直面する技術のあり方を考察 し、
《不確かな自然の只中で
．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．． ．．．
生きる場を未来世代に向けて委託する連関 》に 共生を創造する技術の可能性を 求める 。

１

自然の経験の基層としての「大地」

まず、「大地」概念を手がかりに、技術が関わる自然とは根本的には何かを考えたい。
結論を先に言うと、
「大地」とは、人間が理解してその根拠を問うことのできる有意味な経
験領域の臨界にあって、この領域を攪乱すべく不断に生起する自然である。理論的に 表現
．．．．
すれば、一人称観点で生きられる行動の意味的脈絡が無根拠に《解体（decomposition）》す
る仕方での存在者の所与性様式が、「大地」である。それ故、「大地」は、目的論的に統一
されたコスモスとしての《生ける》自然でも、実体形相を剥奪された近代の《死せる》機
械論的自然でもない。これらの自然解釈では、存在者一般の統一的本質に関する形而上学
的想定―「球」やイデア・形相による存在の秩序の統一、思惟の「観念」に定位した自
然の運動変化の知解―が前提される。これに対し、「大地」とは、意味的脈絡の《解体》
によって、存在者のそうした形而上学的統一から絶え間なく逸脱する、端的に無根拠な自
然である。

．．．
初めに、範例的状況として、
「ハンマーを振っていたら、腐った木製の柄が 不意に 折れた」

瞬間を想像しよう。ポイントはこの瞬間の「不意打ち」性である 3 。則ち、使用者はそんな
事は考えずにハンマーを振っていたら、出し抜けに柄が折れたのだ。この瞬間に何が与え
られるかと言えば、
「突然、これまで腕が支えていた重みが消失し、勢い余って腕と体幹の
バランスが崩れる」や「これまで手の動作についてきたハンマーの金具がすっぽ抜けて飛
んで行ってしまう」事態である。勿論、当の瞬間にはこんな言語化は行われず、端的に、
身体が前につんのめり、金具があらぬ方向に飛んで行くだけである。
然るに、この事例は、
『存在と時間』と、二〇年代末～三〇年代初頭の形而上学期の存在
論に対し、それぞれ異なる意味で反省を要求する。
第一に、
『存在と時間』の枠組では、こうした不意打ち的な事物の変化をそもそも論じら
れないので、その枠組を成す特有の超越論哲学も再構成しなければならない。その理由は
二つある。まず、同著作で示される現存在と道具の関係とは、門脇俊介やドレイファスが
言う通り、一般的にノウハウないし技能知と呼ばれるものである 4 。これは、命題的・明示
的な意識作用に先行して常に既に作動している、事物と身体の交渉の有意味な秩序である。
．．．
だが、
「不意に バランスを崩すノウハウ」など存在しない事は自明である。次に、ハンマー
使用は、それが有意味に生きられる限り、例えば「大工として」存在する現存在の役割的
な自己理解を伴っている。リクールと共に言えば、ここで理解されるのは、客観化された
人格の通時的同一性（Identität）でなく、行為が作動する限りで自証的に感受される自己性
（Selbstheit）である。この自己性は空虚な形式的統覚でなく、例えば「大工」という具体
的役割を持って存在する。この実存可能性に則して、自己性に与えられる諸事物も有意味
．．．
に組織化される。だが、
「金具が不意に すっぽ抜ける」実存可能性の投企とは、端的に形容
2
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矛盾である。明示的にせよ、暗黙的にせよ、投企していたら「不意」とは言わない。 この
二点から、
『存在と時間』の理論枠では上記の事例を説明できない事が分かる。然るに、周
知の通り、「世界内存在」を構造的に統一する自己性こそが、『存在と時間』における、自
然も含めた内世界的存在者の立ち現れを現存在の存在了解に条件付ける超越論哲学の基盤
である。だが、こうした常識的な経験を説明できないなら、この理論枠全体を再編成する
必要がある事は明白だろう。
第二に、形而上学期の枠組では、ハンマーの柄が意図や予想なしに折れる経験は説明で
きるが、
「不意に」折れる経験は説明できない。周知の通り、ハイデガー形而上学とは、初
めに、現存在の存在了解に先行して、現存在もその内に不可分に受肉した「全体における
存在者（das Seiende im Ganzen）」を設定した上で、反転して、現存在が「存在者それ自体
（das Seiende als solches）」という本質体制においてこの存在者を把握することである 5 。そ
して、この「全体における存在者」は、環境世界への「分散（Streuung）」
（GA26, S.173）や
創造者の「超力性（Übermächtigkeit）」（GA27, S.358）、存在者の「拘束力（Verbindlichkeit）」
（GA29/30, S.492）が語られる事から分かる通り 6 、
『存在と時間』型の志向性の哲学の外部
性（extériorité）にある。敷衍して言えば、ハイデガー形而上学は、この意味での《因果性
の領域》、則ち、自己性の顕在的観点から語られる限りでの因果的決定の経験を取り出した
のである 7 。そして、この線で行けば、上述の例はある程度説明できる。何故なら、現存在
の存在了解に先行する存在者の次元―これは一九二八年夏学期では「自然」と呼ばれる
．．．． ．．．．．．．．．．
（GA26, S.199）―が認められるので、
「実存可能 性を投企していないが 、金具がすっぽ抜
．．．．．．．
ける」や「暗黙知的でなく、端的に不如意に 、腕や体幹のバランスが崩れる」事態を議論
の中に収容できるからである 8 。
だが、繰り返す通り、これではハンマーが「不意」に折れる経験は説明できない。何故
なら、ハイデガー形而上学は、
《志向性の領域》と《因果性の領域》の錯綜した関係を突き
詰めて、最終的に存在者全体の形而上学的な本質体制―これは「全体における存在者そ
れ自体（das Seiende als solches im Ganzen）」と呼ばれる―を取り出すように試みるが 9 、こ
の企図の出発点にして目的地である「根拠（Grund）」、則ち、
「何故、そのような経験が存
在するか」という「根拠」そのものは、当の経験それ自体の内では与えられないからであ
る 10 。換言すれば、形而上学は、「不意打ち」的な経験にとって本質的な無根拠さを飛び越
えて、もともと無根拠なものの内に根拠をいわば「構想（Einbildung）」してしまう事によ
り 11 、それが元来説明すべきであった事象から乖離してしまうのだ。例えば、上述の通り、
ハンマーの柄が不意に折れる経験とは、具体的には「勢い余って腕と体幹のバランスが崩
．．．．．．．．．．
れる」や「金具がすっぽ抜ける」という変化の知覚でしかない のだから、その経験自体の
内では理由や原因が問題とならない事は明白だろう。これに対し、理由や原因を問う 為に
は、もはや柄が折れる事態が「不意」ではない観点に立って、変化の一連の継起を表象し、
その原理を説明しなければならない 12 。だが、これでは、元々の事例からかけ離れてしま
う。
そこで、問題の事例を適切に記述する為には、根拠の問いを介在させずに、当の変化を
端的に捉える必要がある 13 。それは一般的にはどのような変化だろうか。まず、
「腕と体幹
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のバランスが崩れる」事とは、ハンマー使用者の身体が、彼がそれまで遂行してこれから
も遂行しようとしていた行動の一連の有意味な脈絡から《脱落》する事である。そして、
この《脱落》において、身体は確かに内在的・情感的に感受されているが、それは、目的
志向的な行動を通じて環境を組織化する能動的身体としてでなく、自分自身からどこかに
向おうとしないただ生きるだけの剥き出しの 「肉（chair）」としてである 14 。また、「金具
がすっぽ抜ける」も、元々辿るべき軌道から金具が《脱落》する事である。当然、この《脱
落》する限りでの金具の運動は、ハンマー使用者と関係ないと いう意味で、何者にも起動
（ποιεῖν）される事なしに自らを保持し続ける 15 。
然るに、存在者のこうした所与性様式こそ、人為や歴史と対比される常識的な自然観を
発生的に最も原初の次元で動機づけるものだと思われる。何故なら、この場面では、存在
者は、行動の意味的脈絡という人が重ね書きして歴史的に変えられるものから《脱落》す
．．．．．．．．
るので、その限りにおいて 、如何なる人為でもない即自性と、また歴史的推移から離脱す
る常住性を有するからである 16 。管見では、
「大地」とは、こうした意味での自然経験、則
．．．．
ち上述の定義を繰り返すと、
「 一人称観点で生きられる行動の意味的脈絡が無根拠に《解体》
する仕方での存在者の所与性様式」である 17 。言うまでもなく、これは、上記の事例以外
の如何なる存在者にも当て嵌まる。例えば、壊れていないハンマーでも、木材の疲労によ
りしなりが絶えず変化する。また、ハンマーを振る筋肉は消耗し、骨格は微妙に変形し続
ける。そもそも、何もせずに寝ていても、木材は腐敗し、身体は老化する。更に、遠距離
の事物についても―これが『芸術作品の根源』に一番近い例だろう ―「松島の海の深
．．．
．．．．． ．．．． ．．
く複雑な濃青色に心が思わず 引き込まれる」場合のように、海洋に対す る行動の 《構え 》
．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
が溶け去り 、自己の存在感覚が海洋の果てしなく豊かな色彩の遊動に融合する 事例を考え
ればよい。コンディヤックをもじって言えば、この時、人は海の輝きそのものとな る 18 。
同様の変化は、この世界のあらゆる事物について言える。
「大地」とは、このような、万物
の只中で不断に湧き上がり、生きられた意味の限界に人間を直面させる自然なのである。
それでは、この自然は、技術をもってそれに関わる人間にとり、如何なる実存的意義を
有するだろうか。換言すれば、この原初的な自然に対する人間の最も基礎的な関わり方は
如何なるものか。管見では、ここで古来より直感されてきた自然の両義性が現れる。
まず一方で、行動の意味的脈絡の《解体》という存在者の与えられ方から究極的に帰結
するのは、人間にとり理解可能なあらゆる目的―古代ギリシア以来哲学者が隠然と自然
の内に読み込んだ「善」も含めて 19 ―を打ち砕き、「何も分からない、何も出来ない…」
という身体的不能と苦痛の恐怖に人間を取り残す自然である。この絶対的な恐怖としての
自然は、例えば、言語を絶する自然災害を想えば誰でも実感できるだろう。
「信じられない」
としか表現できない自然の猛威は、
《好都合‐不都合》の如き人間的尺度に照らして怖ろし
いのではない。そうでなく、そうした尺度が全面的に失われ、人間が世界に関して理解で
きる全ての意味が《解体》され、底無しの崩落において圧倒的に押し迫る環境の質料を、
そして、苦痛に満ちてただ打ち震える身体を甘受することしかできないから怖ろしいので
ある 20 。

．．．
だが他方では、行動の意味的脈絡の《解体》において存在者が与えられる事は、それ自
4
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．．．．．．．．．． ．．． ．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
体には目的論的含意は ないが 、人間の生 の如何なる意味もその只中でのみ成り立つ世界の
．．．．．．．．．．．．
立ち現れの本質的なあり方 である。換言すれば、如何なる仕方であれ、人間が実質ある仕
方で自らの世界に生きる意味を見い出す為には、そもそも、その世界が経験の原初的所与
として与えられる場面において、具体的な存在者の触発が手がかりとして与えられなけれ
ばならない。このような手がかりを欠けば、人は、無内容な仕方で自らに意味を与える事
になる。然るに、それは、例えば上述の松島の海の事例の如く、人間の主体的な自己存在
の確認に先立って、人の存在の内へと染み入る、海面の輝きや潮の香り、島々の眺望であ
る。人間の身体は、このような生育環境の眺望や地勢、湿度、四季の推移と分かち難く存
在する自然の一部であり、それ故に、実質ある仕方で世界を見い出す為に、人間はその全
存在の根底からまずこのような自然に貫かれていなければならないのだ。

２

技術的生における自然の脅威の忘却

だが、人間はこうした自然をまざまざと受け止めて生きる訳では必ずしもない。むしろ、
現代技術の超高度な専門化と関連する社会組織の複雑化により、人々は、自分が具体的に
どのような仕方で自然に直面しているか殆ど分からなくなっているのが実情である。例え
ば、地震国である日本で危険な工業施設を運営する場合、地震のリスクは勿論、その施設
から有害物質が放出されるリスクがある事は、素人でも想像できる。だが、それが具体的
に如何なるリスクかは、専門の科学者や技術者によって正確かつ理解可能な仕方で関係者
の全てに伝達される訳でないし、更には、必要な情報が意図的に隠されたり、市民の間で
面倒な問題に触れまいとする《空気》が生じる事もある。この時、共同の技術的生―三
枝博音なら「過程」と呼ぶだろう 21 ―は、自らが直面する《変化を潜在的に秘めた自然》
という経験の事実から乖離する。更に、その場合、自然の実感だけでなく、自然の変化に
曝される非力な人間の存在―これが「死すべき者ども（die Sterblichen）」である 22 ―へ
の実感も失われ、これにより、有限な人間存在の共生は根底において空疎なものとなる。
後述する通り、「立て組」は自然との関係ではこのように具現化される。そこで以下では、
技術的な共生のこうした病的様態を分析する基礎として、第一に、自然経験と自然のリス
ク知覚の関係を、第二に、自然的リスクの集合的隠蔽と自己目的化した技術（「立て組」）
の関係を検討しよう。

２．１

自然の経験と「万一の場合」のリスク知覚 23

．．．．． ．．．．．
まず、自然の変化をリスクとして知覚するとは 24 、換言すれば、その都度の 状況におい
． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
て 自然が不都合な仕方で変化する可能性があると直観的に理解する事 である。その際、不
都合さや可能性の度合いは、数量的に推論される場合（損害の量×確率）もあるが、一般
市民においては普通は定性的かつ直観的に把握されるので 25 、この生活世界的水準に議論
を限定したい。然るに、管見では、自然経験は、それだけでは十全な意味でのリスク事象
を構成しないものの 26 、この不都合さと可能性の度合いに対して、
「我々がどれだけ対応し
5
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．．．．．
ても、その対応全体が根底から覆される」という超過（Überschuss）のニュアンス を加える
27 。

これにより、まず第一に、知覚されるリスクの《不都合さ》に、《何が起こるか分から
ないという緊張》が付加される。この《緊張感》の性格は、現象学的な気分論に則して、
．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．
気分の愉快 ・不愉快に関わりなく抱かれる 《突発的な変化への身構え 》を考えれば捉え易
い 28 。例えば、『存在と時間』では「恐れ（Furcht）」が、先理論的な交渉が関わる存在者の
布置を《何か嫌な事が起こりそうなもの》として開示する気分とされた。その際、この不
都合さは、例えば漁師としての実存可能性に則している。自然の変化で言えば、特に明示
的に意識されずとも、湿度の上昇や、空の光の微細な陰りに合わせて、漁師は、自らの仕
事に不都合な悪天候への身構えとして《嫌な感じ》を持つのである。然るに、既述の通り、
この自然の変化は、原初的な所与としては、それを評価する尺度（実存可能性 ）に先行す
る無根拠な《解体》の経験である。それ故、環境の《不都合さ》の雰囲気的知覚において
．．． ．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．． ． ．
自然経験が浮上する場合、好都合・不都合 には無差別な《突発的なものの測り難さ 》が《嫌
．．．． ．．．．．．．
な雰囲気 》の内に滲み入る 。例えば、一般市民にせよ専門家にせよ日常言語で言う「万一
の場合」を心配する時、その緊張感には必ずしも明確な根拠はなく、又、この緊張感は実
際には万事が上手くいって愉快な気分にある場合でも抱かれ得るものである。然るに、こ
れは単なる非合理な主観的感情でなく、想定不可能な危機をもたらし得る自然の現実に忠
実な感覚である。

．．．
．．．
第二に、可能性の度合いに関して、現存在が対処すべき様々な事柄の切迫度 に、
《習慣の
．．．．．．．． ．．．． ．．．． ．．．．．．． ．．．．．．． ．．．．．．．．
多寡に関わりなく 、その危機 は今正に 見えない仕方で 生起しつつある 》という潜在性の様
．．．．．．．
相的ニュアンス が加わる。まず、前提から確認すると、一人称の先理論的行動の観点にお
ける可能性の度合いとは、表象された可能な 事態の現実化確率ではない 29 。むしろ、問題
．．．．
となるのは、事実的に 成立している世界との実践的交渉における、今すぐ全力で対応すべ
きか（漁の最中の嵐）、差し当たり等閑視できるか（小惑星の衝突）、といった対処の切迫
度である。然るに、この切迫度があくまで「漁師として」生きる現存在の実存可能性に則
して規定される以上、自然経験にはこうした様相規定は適用できない。むしろ、自然の変
化は、実存者自身も含めた如何なる現実性―「恒常的現前性（beständige Anwesenheit）」
―にも基づけられない仕方で 30 、
《全く表象不可能だが、今正に生起している》という特
有の確からしさを示し、これが、行動相関的な切迫度に影響する。例えば、上述の「万一
の事があったら…」という危機感の様相は、一面では、大地震のような定期的に起こると
知れたものの切迫度に違いない。だが、それは同時に、
「今まさに地底でそれが生じている
．．．．．．
かもしれない」という見えないもの の緊急性の感覚を、眼前の平穏な日常生活に刻印する
のである。

２．２

自然的リスクの集合的隠蔽としての「立て組」

先理論的リスク知覚が含むこうした自然の不可測性のニュアンスは、それ自体では特定
の行為を合理化する力を持たず、また、実証科学的な判断基準では存在すらも認められな
い。だが、この「万一の事があったら…」という素朴な危機感こそ、何が起こるか分から
6
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ない自然の不可測性と、自然の変化に曝される人間の傷つきやすさへの実感を与えるもの
である。それ故、技術を運用する者がこの危機感を失った場合、
「被害を被り得る者の為に
想定外の自然の変化に対応しなければならない」という強迫感もなくなり、そうして、技
術だけが無反省なまま進行してゆく。
そこで問題となるのは、自然のリスク知覚が隠蔽され、動機づけの効力を失う機制であ
る。これに関しては、技術を営む人々の「相互共同存在（Miteinandersein）」―最広義の
社会的コミュニケーション―において自然への危機感に対する線引きが一旦行われると、
線引きそのものが自己目的化する傾向がある事が重要である。まず、
「線引き」の具体的な
意味は、技術の運用においてありうるリスクを表象して、それが受け入れ可能か否かを判
断し、その想定を超える表象不可能な事態については「仕方ない」と割り切る事である。
リスクゼロの技術など無い以上、この線引き自体は、技術一般が存在する為の可能性の条
件である 31 。又、自然の変化へのこの想定の「線」は、直接には専門家や利害関係者の市
民パネルが引くものだが、根本的には、一社会全体の利害や権力が複雑に錯綜したコミュ
ニケーションの連関において決定される。だが、一旦、こうして想定外の事態に対して線
が引かれると、元々のリスク知覚に含まれた「万一の」という危機感は、目的手段連関と
しての技術的生の「過程」の内に場所を持たぬ《解体》の経験として、相互共同的に技術
を運用する生にとり限りなく実感の希薄なものとなる。そして最後には、線引きが為され
た事実すらもコミュニケーションの連関において忘却ないし、積極的に隠蔽されるように
なる 32 。
これにより、技術的生は、自己の存在構造＝目的手段連関の枠内で規定可能なものによ
ってしか自らを反省できなくなり、根本的には、自己目的的に閉ざされたものとなる。管
見では、後期ハイデガーの「立て組（Gestell）」は、こうした「出来事」の相互共同的な隠
蔽に構造的に基付けられている。周知の通り、
「立て組」とは、世界の形而上学的統一の表
象作用それ自体の維持と向上が自己目的化する事により、表象作用の主体自身も含めた全
存在者が表象作用の相関者として不断に駆り立てられる運動を意味する（Vgl. GA7, S.24）33 。
もはや主体すらも失われた表象作用のこうした自己完結化は、近代技術、則ち、動力機や
情報技術のように技術的営為を可能とする前提（エネルギーや需給情報）そのものを予測
可能な仕方で制御する《自然から自立した技術》の運用が発生的に前提する《行動の根本
範型》となる（Vgl. GA7, S.23） 34 。然るに、表象作用を超える自然への危機感それ自体は
自然の経験として絶えず享受されているのだから、表象作用の自己完結化が可能となる為
には、まず当の経験が隠蔽されなければならないが 、そうした隠蔽の担い手は人間以外に
は考えられないだろう。ただし、その際に必ずしも（悪意ある権力者や統治システム等に
よって）意図的に情報が隠蔽される必要はなく、
《一部の人間が危機感を持っていても、社
会の大多数がそれに関心を持たない場合》や、《社会の大多数が危機感を持っているのに、
他の事情との兼ね合いで、あたかも危機感を持っていない様に振る舞わざるを得ない場合》
のように、自然のリスク知覚が相互共同的な技術的生に対する動機付けの実効性を失う事
態も考えられる。これにより、意志的な主体を欠いたまま、自然に直面する現実感が失わ
れ、事実問題として、技術的営為のみが自動的に進行してゆく。
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３

共生の場所としての自然と技術の関わり

以上の考察は、災害としての自然の変化に方向付けられている。だが、否応なく人々を
巻き込む自然の変化への同様の直感は、序で挙げた、技術文明の環境限界や社会の身体的
限界にも当て嵌まる。例えば、それは、
「まだ無くなっていないが、今にも資源はなくなる
だろう」、「まだ余地はあるが、今にもこれ以上廃棄物を出せなくなる だろう」、「今はまだ
働き手がいるが、待ったなしで皆が老いて病む時代が来るだろう」という、政治家や学者
ならぬ一般市民も共有できる危機的変化への、それも差し当たり何とか遣り繰りしている
中で感じられる危機的変化への素朴で漠然とした実存的構えである。自然の経験に関する
「立て組」とは、大抵の場合は《問題の凡庸な先送り》という仕方で、こうした《構え》
が無力化・抑圧される事態である。又、この危機的変化は、
「立て組」がその本質となる近
代技術文明の発達の帰結として顕在化するものである。それでは、
「立て組」とは異なる仕
方で、自然という限界的な生の場所を欺瞞なく分かち合いながら共に生きる事を可能とす
る技術とは如何なるものだろうか？
これに関し、技術の目的手段構造をそのまま自然の変化に適用して、
「自然の変化を自ら
創造すべきだ」といった怪物的な推論―生命改造や病人の生産 etc.―を行ってはならな
い事にまず注意したい。自然の変化は、目的手段連関のような行動の意味的脈絡の《解体》
なのだから、これを技術の「目的」に据えるのは範疇的誤謬であり、人間的願望の自然へ
の投射に過ぎない。そこで「出来事」に臨む技術―「ポイエーシス」 35 ―の構造を捉
え直す事が必要となるが、その手掛かりは、ハイデガーが「出来事」への本来的な関わり
に与えた「準備（Vorbereitung）」的性格に求められる。後期ハイデガーが絶えず、
「出来事」、
「経験」、経験に根ざす「詩人」や「思索者」、
「来るべき者ども」等々の「準備」を問題化
した事は周知の事実だが 36 、これは単に漠然と《まだ来ていないものを来るようにさせる》
事でなく、すぐ下で述べる通り、世界の根源的な現象学的所与を露呈する営為の本質的な
あり方である。ここには、自然の経験を、結果的に計測的な支配の対象とする事なしに、
共生の場として露呈する技術の鍵があると思われる。そこで、以下ではそれが具体的に如
何なるものか考察しよう。

３．１

自然の只中に生きる未来への「準備」としての技術

まず、ハイデガーにおける「準備」の意味とは、「出来事」としての経験の到来を下拵
えする事である。『芸術と空間』（1969）の表現を用いて換言すれば、経験の到来に「余地
を開き（einräumen）」（GA13, S.207）、準備する者自身を超えた所で、経験の到来とこれに
打たれる者の為に居場所を用意しておく事が「準備」である 37 。こうしたものとして、
「準
備」は、目的を現実化する伝統的意味での技術的営為ではなく、準備されるべきものの到
来そのものには手が届かないまま、到来が妨げられる事のないように自分自身の現在の状
況に関わり合う。
「出来事」への本来的関与としてこうした特殊な営為が求められる理由は、
「多かれ少な
かれ常に生起している『不意の変化』の経験は、如何にして我々自身がその中に曝された
8
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現実として自覚化されるか」という問いを考えれば 捉え易い。これに対し、例えば、既に
生じた不意の変化を客観的に表象したのでは、当の表象主体自身が曝されている変化の不
意打ち性がなおざりになる。逆に、不意の変化を「絶えず受動的に享受されているもの」
と見なし、
「無為」に徹した所で、結局、不意の変化は「常に来ているもの」として「表象」
され、その不意打ち性は失われる 38 。然るに、この経験の特性を損なわずにこれを反復す
る道があるとすれば、それは、逆説的だが、我々自身がその中に置かれているが表象不可
能な変化を、
《 我々への現前を超えるという意味で既在的・将来的な経験の到来》と捉えて、
．．．．．
我々を時間的（ないし世代的）に超えた者達に委ねる事である。換言すれば、自ら自身が
．．．．．．．．．．．．．． ．． ．．．． ．． ．． ．．． ．．．．． ．．．．．
立脚する経験の事実を真に露呈 する 正にその 為に こそ 、我々は 、その経験を 、その変化に
．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
曝された先行する他者から委ねられ 、自分自身 も次の人間に委ねてゆく不断の委託の連関
．．．．．．． ．．．．
を生き抜かねば ならない のである。
「準備」が形づくるのはこの委託の連関であり、ハイデ
ガー哲学における世代性や未来世代とは根本的にはこの場面で語られるべきものである 39 。
根源的受動性という自己の非力さが救われるのは、自己を超えて来るべき（künftig）他の
者達へと身を打ち開く特殊な能動性においてなのだ。
それでは、
《自然の経験を次の世代に委託する》事としての「準備」は具体的には何をす
るのか。この点については、「準備」が、ある具体的な営為である限り、『存在と時間』に
おける「振る舞い（Verhalten）」と同様に、実存可能性である限りの善に方向付けられる側
面も有する事が重要である。則ち、
「準備」は、単純に「次世代を災害や環境限界等の自然
の変化に曝け出す」だけの迷惑行為ではなく、
「自らの運命的実存の肯定を希求する現在世
代（我々）が、同じくそのような善を求めるだろう次世代に、実存の肯定の構成要件とな
る《人間の限界》＝自然の変化に直面する『余地を開く』」事なのである。然るに、そのよ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．
うな現在世代の行為は、具体的には、
「人間の限界を露呈する自然の不意打ち的な経験に 次
．．． ． ．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．
世代が 曝 されたとしても 、彼らが 自然という場所を自らの生の場所として自由に 肯定でき
．．．． ．．．．．．．．．．．．．
るように 、現在世代として下拵えする事 」として捉えられるべきだろう。上述の事例で言
えば、
「今に資源はなくなるだろう」や「これ以上廃棄物は出せなくなるだろう」、
「身体的
限界が社会を埋め尽くすだろう」といった（少なくとも普通の市民にとってはいつ来るか
分からない）自然の変化への漠然とした緊張感を欺瞞的に覆い隠さずに本来的に生き抜く
為には、現在世代は、その変化に曝されるかもしれない未来世代に向けて、技術文明の入
力（資源やエネルギー）
・出力（廃棄物）の環境限界に直面した時にその限界を肯定できる
生活形式を構築すべきであり、また、成熟社会における老いや病などの身体的限界に直面
した時には、これを無理に《治す》のでなく、その有限性を静かに享受する為の社会的な
居場所を設けるべきなのである。更に、あらゆる技術上の安全基準を突破する自然の猛威
への緊張感が生き抜かれる本来的な―安克昌の表現を借りれば、「品格」のある 40 ―あ
り方とは、自然の恐怖および故障した技術の暴走によって生活を破壊された将来世代が「見
捨てられた」と感じる事が決してないような社会を構築する事である。注意すべきだが、
これは《将来世代の「為の」倫理》とは全く異なる。むしろ、現在世代である我々自身が、
自らが直面する自然の現実と、自然の変化に曝される自分自身の傷つきやすい存在に、真
に向かい合い、これを肯定する為にこそ、こうして未来世代に向けて開かれる事が必要な
9
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のである。もっと単純に表現すると、予測も制御もできない自然を日々の生活において実
感した場合、この実感に誠実に生きる技術的営為とは、この不可測性を克服して自然を完
．．．．．．．．．．．．．．． ．
全に統制する事でなく、むしろ、必ずしも自分自身でない誰かにと り 予測できない現象が
生じても、その痛みを受け止めて、前向きに生きていけるように予め「準備」する事であ
る。
これにより初めて、自然は、あらゆる差異を超えて《変化に曝されて傷つき得る》その
一点において等しい人々にとり、複数的な生の共通のトポスとしての意味を獲得する 41 。
これは、帰還先として初めから期待される自然、例えば、伝統的共同体の統合基盤となる
郷土的自然や、そこに全存在者が帰還すべき《根源的生命》の如き自然ではない。むしろ、
それは、自らを超えた誰かに向けて「準備」し、「準備」される無数の人々の《つながり》
の外では実感されえぬ自然、それ故、
《根源的生命》や《自然の目的》など決して信じられ
ぬ程に傷ついた人々が、誰かに差し出す為に一歩を踏み出す事でのみ、そこに立脚してい
ると実感できる自然である。不可測性の限界状況に人を陥れる自然が、それでもなお《共
生の場所》として自由に選択される根本条件は、ここに求められる。
ちなみに、後期ハイデガーに則して付言すると、委託の連関という人々の《つながり》
へと呼び掛ける社会技術として、例えば詩作を挙げられる。詩作品の言語は、身体感覚に
働きかける音声的響きや、出来事や感情を形象化する表現によって、生活世界の生きられ
た意味的脈絡を気分の水準から組み替える力を持つ。然るに、ハイデガーの「詩人（Dichter）」
が、存在の生起と不可分な「聖なるもの（das Heilige）」の到来を迎え入れる賛歌を歌い上
げるのと同様に 42 、自然経験を「準備」する詩作とは、生きられた意味的脈絡の全てを《解
体》する根源的恐怖としての自然をそれでも運命として讃えて、その事により、世代を隔
てて自然という《意のままにならぬ》場を共有する全ての人々の存在が肯定される《共生
のイメージ》を形づくるものとなるだろう 43 。技術の環境限界等に直接に関わるのは、む
しろ自然科学的な技術や政策的な社会技術だが、これらの技術が実際に運用さ れる社会の
全体的なエートスに関わる場面では、こうした言わば人文学的な技術の研究も為されてし
かるべきだろう。

結語と展望

自然の只中で共生する者たちの創造と独立

本稿では、後期ハイデガーの「大地」概念に定位して、生活世界的な自然の経験と、こ
れに対する技術的対処の本来的・非本来的なあり方を考察した。その結果は次の通りであ
る。第一に、自然の原初的経験とは、
「何が起こるか分からない」や「いつまで続くか分か
らない」といった、行動の意味的脈絡の不意打ち的な《解体》の経験である。第二に、社
．．．．．
会の相互共同的なコミュニケーションの連関において、結果として 、この不可測性のリス
ク感覚が動機付けの効力を失う事が自然の「立て組」の基盤となり、これにより、人間を
置き去りにした技術の自己目的化が可能となる。第三に、未来世代がこの「何時まで続く
か分からない」自然を自らの生の場所として肯定できるように下拵えする事が、現在世代
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の我々にとって、自分自身の立脚する自然のリアリティを肯定的に引き受ける為の道であ
る。以上の成果は、存在論的なものなので、原理的には人間の生のあらゆる位相に当て嵌
まる。だが、先理論的な雰囲気や直感的選択の経験構造を射程に入れる現象学的分析の最
大の価値は、目立たないが社会の実体に他ならない無数の人々の行動の大きな流れを、探
究者自身がそこで共に生きつつ、考察できる所にある。本稿によりその為の論点を提供で
きたなら幸いである。
最後に、上述した《自然という場所を委ねる》繋がりにおいて「準備」され、期待され
る人間の姿を示唆し、今後の課題領域を示したい。一言で言えば、それは、自らの非力さ
が受け止められる事によってのみ可能な、人々の創造と独立である。 まず、自然の変化に
曝される者とは、確かに、究極的には《何も出来ない者》である。だが、否応なしに自然
の変化に曝される経験は、苦しみの源泉であるだけでなく、それまで存在しなかった全く
新しい生の可能性を人間に開きもする。何故なら、ここには、最広義の生の「過程」とし
ての技術が、自然の触発によって根底から相対化され、全面的に再構築される可能性があ
るから 44 。しかも、それは、新結合の為に新結合するような空虚な技術革新ではなく、共
に生きた人々の苦痛や哀しみ、又、それに合わせて生き続けねばならない風土の特殊性に
よって存在の根底から貫かれた《新しい生の「スタイル（Stil）」》としての技術的創造性で
ある 45 。更に、こうして存在の根底から変容を遂げる創造性において、人は、世界内で全
く新しい事を始める力を、そしてこの意味での独立性を獲得する。これは、革命や権力批
判の如き大きな物語である必要はなく、むしろ、ごく普通の人々が、自らの被った苦しみ
から出発して新しく現実に関わり直し、自分自身もそこに巻き込まれている茫洋とし た無
感覚の機構を克服していく一つ一つの小さな歩みである。こうして創造し独立する人々の
あり方を描き出す事が、今後必要な「思索の課題」となるだろう。（了）

本稿はドイツ学術交流会（DAAD）の長期留学奨学金に基づく研究成果の一部である。
景山洋平, 「後期ハイデガーにおける自然の有限性とその人間的反復の問題」, 『現象学年報』, 日
本現象学会, Vol.28, 2012, pp.87-95。
3 「不意打ち的（überraschend）
」という表現は、周知の通り、ヘルトに由来するものである。Cf. Held,
K., “Das Problem der Intersubjektivität”, in Claesges, Ulrich, Perspektiven transzendentalphänomenologischer
Forschung, Nijhoff, Den Haag, 1972, S.59 （邦訳：新田義弘, 村田純一 (ed.), 『現象学の展望』, 国文社,
1986, p.208）。
4 周知の通り、ドレイファスはデューイを引き合いに出す（Cf. Dreyfus, Hubert. Being-in-the-World, MIT
Pr., Cambridge, 1991, p.67: 門脇俊介監訳, 『世界内存在 『存在と時間』における日常性の解釈学』,
産業図書, 2000, p.76）。門脇俊介も、デューイとの区別を踏まえながら、同様の理解を示す（Cf. 門
脇俊介, 『破壊と構築 ハイデガー哲学の二つの位相』, 東京大学出版会, 2010, p.144）。英語圏の
哲学との接点を見いだす方向での読み方は、ドイツ語圏では例えばゲートマンやガンダーを挙げ
られるが、少なくとも現時点では、日本の方が研究が進んでいるように思われる。これは門脇氏
の業績による所が大きい。ちなみに、同様の事柄は、現象学の内部では「事実性（Faktizität）」の
問題系として扱われる。ただし、ハイデガーが事実性の分析に移行したのは、どちらかと言えば、
西南ドイツ学派、特にラスク経由である。意識主観の能動的な対象構成（現象学風に言えば作用志
向性の水準）に先行する知覚的所与の受動的・自発的な構造化の事態は、西南ドイツ学派では後期
リッカートやラスク、マールブルク学派ではカッシーラーが其々の仕方で見てとっていたもので
ある。また、これが後期ウィトゲンシュタインのアスペクト視の分析と相通じる事は常識である
1
2
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（Cf. Mulhall, Stephen, On Being in the World: Wittgenstein and Heidegger on Seeing Aspects , Routledge, London,
1993, Chap.4） 。 こ の 主 題 に 関 す る 近 年 の 論 稿 と し て は 、 Crowell, S.G., “Transcendental Logic and
Minimal Empiricism : Lask and McDowell on the Unboundedness of the Conceptual”, in Makkreel, R., Luft,
S.,(ed.), Neo-Kantianism in Contemporary Philosophy, Indiana Univ. Pr., Bloomington, 2010 を参照。また、発生
的現象学に転回して衝動志向性等一連の重要な概念を彫琢しつつあった一〇年代末のフッサール
とハイデガーの関係については Lee, Nam-In., “Transcendental Genesis and Ontological Genesis ―E.
Husserl’s Genetic Phenomenology and M. Heidegger’s Hermeneutic Phenomenology”, in 『哲学與文化』, 哲
學與文化月刊雜誌社, 台北, 2009 と榊原哲也, 「発生と解体：初期ハイデガーとフッサールとをつな
ぐもの」, in 秋富克哉, 関口浩, 他（編）,『ハイデガー『存在と時間』の現在』, 南窓社, 2007 を参
照。筆者自身は、拙稿（Kageyama, Yohei, “The Formation of the Concept “Existence” by the early
Heidegger”, in Yu, Chung-Chi (ed.), Phenomenology 2010 Volume 1 Selected Essays from Asia and Pacific , Zetabooks,
Bucharest, 2010, pp.327-343）および博士論文『出来事と自己変容：ハイデガー哲学の構造と生成にお
ける自己性の問題』第一章の一部において、ラスクの『哲学の論理学』における「意義規定性」概
念と『判断論』における「超対立」概念が、ハイデガーの教授資格論文結語で明示的に打ち出され
る理論的態度からの決別と世界の有意義性の洞察を導いた事を実証的に示した。
5 ハイデガーの形而上学期の哲学は、渡邊二郎の『ハイデッガーの存在思想』
（1962, 1984）における
様に、比較的早くから注目されていた（Cf. 渡邊二郎, 『渡邊二郎著作集 第 2 巻 ハイデッガー
Ⅱ』, 筑摩書房, 2011, 第一章）。だが、事象的に立ち入った研究が始まるのは八〇年代後半である。
本邦では、細川亮一の「ハイデガーと形而上学の問題」
（『哲学論文集 (22)』, 九州大学哲学会, 1986,
p1-19）が恐らく本格的な研究の先鞭であり、氏は、その後、ギリシア哲学を中心とした哲学史的
なアプローチでこの主題に取り組んでいる。諸外国では、英語圏で、クローウェルと、ベルナス
コーニやグロンダンの間で、当時のハイデガーの超越論哲学における形而上学的な存在者の身分
に関して議論が行われている（Cf. Crowell, Steven-Galt, ”Metaphysics, Metontology, and the End of Being
and Time”, in Philosophy and Phenomenological Research, Vol.LX, No.2, 2000）。又、フランス語圏では、クル
ティヌのように、ハイデガーの形而上学期の形而上学概念を踏襲しながら、哲学史を再構築する
発展的研究もある（Cf. Courtine, Jean-François, Inventio Analogiae, Vrin, Paris, 2005）。
以上の先行研究を踏まえつつ、筆者としては、形而上学期に属する諸著作における事象把握の
変遷を、「『存在と時間』の『存在了解』概念に存在論的に先行する事象が発見される事により、
『存在の問い』が一旦二重化した後で、その二重性が一つのプログラムとして統合される過程」と
して概括することを提案したい。
まず、『存在と時間』の基礎的存在論が改編されねばならなかった理由は簡単である。則ち、本
来的開示態において存在者一般の立ち現れを可能化する本来 的な現存在は、他の存在者の触発に
依存しない純粋な自同性を要求するが故に、周囲世界に関わる選択肢を特定できず、結局、与え
られた可能性に恣意的に従う以外の事を出来なくなる。これは、理論的にはミッシュによって生
の 哲 学 と の 関 係 か ら （ Vgl. Misch, Georg, Lebensphilosophie und Phänomenologie, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt, 3.Aufl., 1967, S.248）、実践的な場面では弟子のレーヴィット等によって
決断主義として批判された点である。
次に、こうした難点は、理論的にはっきりした形では、一九二八年夏学期講義の「メタ存在論」
構想によって、現存在の存在了解に先行する「全体における存在者」を打ち出す事により解決され
る。則ち、現存在自身もその内に受肉してしまっていて、そこから出発してのみ存在了解を語り
得る最広義の《もの》の総体を設定して、これが現存在の存在了解を拘束すると考える事により、
『存在と時間』の本来性のある種の空疎さを克服する訳である。これにより、図式的に考えれば、
ハイデガー自身が語る通り、「全体における存在者」を扱う「メタ存在論」と、従来通りの存在了
解による「存在者それ自体」を扱う「基礎的存在論」に、ハイデガーのプログラムは二重化する
（GA26, S.202）。これが形而上学の二重性の理論的根拠であり、この発想が、哲学史上の形而上学
の存在論と神学の二重性に重ねられるのである。
だが、言うまでもなく、「存在の問い」のこうした二重化は、『存在と時間』の理論的困難を補
う仕方で出てきたものなので、実際にはただ一つの理論的枠組みの二つの側面でしかない。それ
故、ハイデガーは、一九二八年夏学期講義以降、二つのプ ログラムに分裂したものを、ただ一つ
の思考の運動に回収するように努力している。一九二八／二九年冬学期講義では、「メタ存在論」
に対応する「匿い（Bergung）」と、「基礎的存在論」に対応する「確固たる態度（Haltung）」が、
「超越」の様態を示す「世界観」だとされ（GA27, S.366）、「匿い」と「確固たる態度」の間には
発生的な前後関係があるとされる（GA27, S.398）。これは、一九二九／三〇年冬学期講義では更に
洗練されて、人間特有の「世界形成（Weltbildung）」が、「全体における存在者」の「拘束性の対
立的保持（Sichentgegenhalten von Verbindlichkeit）」、「全体を獲得する補完（Ergänzung）」、「存在
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者の存在の開被（Enthüllung）」の三過程を経る全体的な超越の運動である事が主張される（GA29/30,
S.507）。そして、それ自体が形而上学の遂行であるこの「世界形成」により得られるものが、メタ
存在論と基礎的存在論の主 題を統合した「全 体におけ る存在者それ自体（Seiendes als solches im
Ganzen）」（GA29/30, S.512）なのである。
また、この「全体における存在者それ自体」は、その後のハイデガーの形而上学史解釈のパラダ
イムとなると共に、彼の「転回」において乗り越えられるべき決定的なメルクマールとなる。まず、
哲学史については、「全体における存在者それ自体」のモチーフが、存在と知の合一という古典的
な形而上学の理想を、事実性に定位する現象学の枠内で反復している事に注意すればよい。これ
により、ハイデガーは、「存在者は全体として如何なるものであるか」ないしは「存在者は全体と
して如何なる認識体制に服しているか」といった古代や近代の哲学的問いを、自らの哲学の内部に
収容できる。事実、ハイデガーは、「イデア」や「ウーシア」や「力への意志」を、「全体におけ
る存在者それ自体」や「存在者それ自体」と呼んでいる（Vgl. GA69, S.159 / GA9, S.299 / Nietzsche II,
S.254）。ここから分かる通り、ハイデガーの存在史とは、現象学的な枠組みで導かれた「全体にお
ける存在者それ自体」の多様な類型の歴史なのである。これに対し、ハイデガー本人は、既に一九
三〇年の『真理の本質について』で、「全体における存在者それ自体」の語りが、常に既に、「全
体における存在者」の立ち現れという顕在的な事態から取り残されてしまっている事に気が付き、
そこから数年をかけて徐々に「転回」を遂行していく（註 10 参照）。ここから導かれるのは、後
期哲学に典型的な、「現れ」と「隠れ」の二重性の思想である。
6 参照註 5。
7 ここで因果性を云々するのは、メタ存在論的な「全体における存在者」が、『存在と時間』流の
現存在の存在了解に存在論的に先行するものであるなら、それはもはや現存在の志向的な「振る舞
い」の相関者として捉えられないものだからである。その点で、ハイデガー形而上学を、サールや
黒田亘が展開した志向的因果（intentional causation）の哲学の現象学的な極限形態と見なしてもよ
い。サールについては、Searle, John, Intentionality : An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge University
Press, Cambridge, 1983 を、黒田亘については、黒田亘, 『知識と行為』, 東京大学出版会, 1983, 第八
章、および黒田亘, 『行為と規範』, 勁草書房, 1992, 第二部を参照せよ。従来、ハイデガー形而上
学は、クルティヌにおけるように哲学史解釈の範型として用いられるか、ポストモダニストの動
物論のような大きな物語に転用されるかのどちらかであった。これに対し、志向的因果の問題と
してハイデガー形而上学を捉えれば、堅実な理論的研究の手がかりとしてハイデガーの著作を活
用できるだろう。
8 周知の通り、形而上学期以降の自然概念を、『存在と時間』流の有意義性連関に関係付けられた
自然とは区別されるより基礎的な自然として捉える試みは、本邦でも既に数多く認められ る。例
えば、狭義のハイデガー研究者でないが、池田義昭は、メタ存在論的な自然に関するハイデガー
の言及を、「存在了解の次元」を超える本来的な自然への接触と見なしている（Cf. 池田義昭, 「序
論 自然存在の歴史的運命」, in. 池田義昭（編）, 『自然概念の哲学的変遷』, 世界思想社, 2003, p.7）。
また、轟孝夫も、より精細な仕方で、メタ存在論的な自然に着目し、これが後期哲学の「大地」に
繋がる事を主張している（Cf. 轟孝夫, 『存在と共同』, 法政大学出版, 2007, p.157）。
管見では、形而上学期の自然概念が、『存在と時間』の存在了解の哲学に先行するより基底的な
存在者の経験を取り出しており、これがある意味で根源的な自然と目される事は正しい。だが、
メタ存在論とはあくまで基礎的存在論とワンセットで形而上学を成す試み、則ち、「全体における
存在者それ自体」
（GA29/30, S.507）を取り出す試みである。然るに、『真理の本質について』
（1930）
以降、三十年代後半に至ったハイデガーは明白に形而上学期の自分の試みを批判的に反省してい
るのだから、形而上学期の自然概念を、後期哲学の自然概念に無造作に同 一化するのは、いささ
か大雑把であろう。例えば、恐らく一九四二年執筆の草稿『言の葉（Die Sage）』では、「全体にお
ける存在者それ自体の存在（das Sein des Seienden als solchen im Ganzen）」への問いとして把握され
た「伝統的形而上学の領域」の内でハイデガー自身の「第一の跳躍」が為されたとされて、それが
「（『存在と時間』と一九三一年までの爾余の著作）」
（GA74, S.8）に当て嵌まるとされる。則ち、「存
在の問い」というポテンツにおいて、三十一年までのハイデガーは、形而上学を反復していたので
ある。言うなれば、これは、存在者の只中への無根拠な被投性から出発して、存在者の本質体制
としての存在を、そして、その意味での根拠をつかみ取ろうとする営みである。これに対し、後
期哲学における「現れ」と「隠れ」の二重性の思想とは、正にその様な「存在者それ自体」のアプ
リオリな把握から撤退する事である。例えば、『哲学への寄与』では、形而上学期の「超越」思想
．．
への反省的な弁が述べられた後で、「現‐存在（Da-sein）は、始原的に、出来事の創設の内に立脚
し、存在の真理を創設するが、存在者からその存 在へと移行したりはしない。むしろ、出来事の
創設は存在者の内の存在者としての真理の保蔵として生起する」
（GA65, S.322）と言われる。また、
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一九四一／四二年の草稿『出来事』で後期哲学特有の意味における「死」を説明する文脈では、「死」
の「離脱的な本質（das abschiedliche Wesen）は、存在者それ自体（das Seiende als solches）からの離
脱（Abschied）に関わるものであり、その離脱は、真存在（das Seyn）への関係の充実である」
（GA71,
S.194）と言われる。然るに、『物』講演で、エアアイグニスとエントアイグニスの概念対と「四方
域」の関係が示される有名な行（GA7, S.180f.）から明白な通り、「大地」は、「存在者それ自体」
の本質把握から根本的に逸脱するような事象であるから、これを形而上学期の自然概念と重ねる
のは問題がある。敢えて言えば、一九二九／三〇年冬学期講義で、「フュシスは隠れる事を好む」
というヘラクレイトスの箴言に仮託された「現れ」と「隠れ」の萌芽的発想が認められる限り、形
而 上 学 期 にも 既 に 後期 哲 学 に近 い 発 想が あ る とは 言 える し 、 更 に、 轟 氏 が指 摘 す る通 り （ 同 上
p.162）、一九二八／二九年冬学期講義における「歴史の生起における自然の支配」（GA27, S.393）
に、「世界」と「大地」の「闘争」の先駆形態を認める事はできよう。ただ、問題となる事柄を明
確に認識するヒューリスティックな観点から、筆者は、「存在者それ自体」を問題化し続けた形而
上学期における自然と後期哲学の自然とを区別した方が建設的だと考える。具体的には、根拠の
哲学における自然と、無根拠の哲学における自然とが、これにより区別できるようになる。
9 参照註 5。
また、註 7 で述べた志向的因果の問題圏との関係で言えば、ハイデガー形而上学は、「根
拠」による世界解釈の諸類型を統合的に把握する為の理論的枠組になるという、言わばメタ哲学的
な利点を有する。そしてその際、志向的な振る舞いと因果性との二分法も、たとえ志向的因果と
いう統一形態においてであれ、相対化されるべきものとして自覚される。例えば、ギリシア的に
考えるなら、意志的行為も自然の運動変化も、等しくイデアや形相によって根拠付けられるだろ
う。然るに、これは、本質と現実存在の分化という中世哲学の転換に先立つ時代の発想としては
至極整合的なものである。何故なら、この場合、例えば黒田亘が志向的因果の範型とする「意識主
体ないし行為主体への対象の直接的現前」（『行為と規範』, p.160）において、行為主体と対象の間
に厳格な存在論的区別を設ける理由がなく、両者とも唯一のフュシスの構成契機と見なされるか
らである。志向性と因果性の明確な区別が可能となるのは、世界の現実性とは独立に語り得る本
質や「観念」が承認されてからである。然るに、ハイデガー形而上学であれば、こうした理論モデ
ルも、意志主体と自然的事物を等しく包含する「全体における存在者」とその「拘束性
（Verbindlichkeit）」の問題として、自らの枠組の内に収容できる。この場合、イデアやギリシア的
な意味での本質の概念を、「拘束性」の具体的な《型》として捉える事になる。
10 周知の通り、『真理の本質について』
（1930）では、「全体における存在者それ自体（das Seiende im
Ganzen als einem solchen）の脱覆蔵（Entbergung）への参入」としての「自由」が（GA9, S.192）、
「真理の本質」に見定められる（GA9, S.190）。そして、その上で、そのような超越のあらゆる開
被に対して、「全体における存在者の隠蔽性（Verborgenheit）、則ち本来的非＝真理（Un-wahrheit）
は、あれこれの存在者のあらゆる開在性よりも古い（älter）。それは、脱覆蔵しつつ既に隠蔽を保
ちつつ、隠蔽へと関わる所の《存在させること（das Seinlassen）》自体よりも古い」（GA9, S.193f.）
と述べて、言わば超越に先行する根源的な存在の隠蔽の洞察に辿りつくのである。
11 言うまでもなく、この「構想」は、日常的な意味でのフィクション（
「シャーロック・ホームズを
想像する」etc.）とは何の関係もないし、経験的な想像力（「地球の裏側を想像する」）とも異なる。
むしろ、経験的現実を理解する根本的な参照項としての「根拠」が、それ自体は経験の内に含まれ
ていないにも拘らず、そうした参照項として出現する事態が、「構想」の意味である。また、周知
の通り、『カントと形而上学の問題』（1929）では、「超越論的構想力」が「形而上学の根拠付け」
の言わば究極の審級として提示されるが、これについては二点に注意すべきである。
第一に、超越論的構想力概念は、カントに仮託したハイデガー自身の形而上学的探究の根本成
果として、その後の存在史的研究において、カント以後のドイツ観念論やニーチェを読解する際
のパラダイムとなる。一九三九年夏学期講義では、まず、カントの構想力概念とドイツ観念論の
関係が指摘され（GA47, S.179）、次に、「ニーチェもまた、理性の詩的に構想する性格、換言すれ
ば、存在諸規定、則ち、諸図式の『先行的に現実存在する（präexistenten）』性格、則ち、先行的に
形成されて、前もって恒常的に存立する性格に依拠しているのである。この詩的に構想し、先行
的に形成する性格の由来の規定が、プラトンとニーチェでは異なっただけである」（GA47, S.181）
と言われる。
第二に、ハイデガー本人の形而上学的探究の一つの帰結として、「超越論的構想力」は、「現れ」
と「隠れ」の二重性としての「出来事（Ereignis）」を、極めて微妙な仕方で先取りしている。ここ
には、「形而上学の『根拠』付け」が、その臨界点において、無根拠の思考に反転する場面を見て
とれる。この点についてはハイデガー本人も自覚的であり、例えば、一九三八年執筆の草稿『省
察』では、「《図式機能》と《構想力》に基づくカントの超越論哲学の解釈は意図的に誇張したも
のとなっているが、それは、形而上学自身の内に、その問いの本質的な変容（Verwandlung）の必然
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性が存するという事を、形而上学の歴史の内部において示す為なのである」（GA66, S.377）と言わ
れる。
12 より正確に言えば、変化の継起は初めから《根拠を与えられるもの》として表象される。
13 必ずしも「変化」を主題化する訳でないが、同様の問題意識が、日本でもよく紹介されているメ
ルロ・ポンティやレヴィナス、アンリよりも後の現役世代のヨーロッパ現象学―リシール、テ
ンゲイ、シュネル等―で「意味形成（sens se faisant / Sinnbildung）」という標題の下に追及されて
いる事に注意を喚起したい。「意味形成」概念については、下記が好便である。Gondek, Hand-Dieter,
Klass, Tobias, Tengelyi, László (hrsg.), Phänomenologie der Sinnereignisse, Wilhelm Fink, München, 2011, S.9ff.
14 このように事実性の水準における変化の経験を取り上げる事で、主としてフランス語圏で展開さ
れた《自然の形而上学》とでも呼ぶべき潮流を、ハイデガー哲学との関係で、「出来事」的な経験
の一つの契機を取り出したものと位置付けられると思われる。例えば、本文で示唆したメルロ＝
ポンティの「肉」概念とは、加國尚志が言う通り、「物理的なもの・生命・人間が相互内属的に絡
みあっている」「存在の普遍的次元」であり、それ故、物質や生命を超えて「あらゆる他の次元が
そこで『現れる』次元」である（加國尚志, 『自然の現象学』, 晃洋書房, 2002, p.218f.）。然るに、
「次元」の転化を最も原初的に捉えれば、それは「変化」の経験に他ならないだろう。
15 事物のこうした原初的な運動変化は、勿論、直接に諸々の自然学的な運動概念に接続する訳では
ない。だが、それぞれの時代の特定の根拠概念に則して事物の運動を観察する者が、それが根ざ
す行動の意味的脈絡の《解体》の経験によって、運動概念を根本的に再構築するよう動機づけられ
る可能性は十分に考えられる筈である。ハイデガーの哲学史は基本的に形而上学における存在棄
却と存在神論に関わるものだが、彼の「四方域」概念を《形而上学の枠内の自然学》や《形而上学
の枠内の歴史学》等の系譜を描く為に活用する道はあって然るべきである。例えば、周知の通り、
起動因（τὸ ποιοῦν）を持ちだすアリストテレス流の運動概念は、フィロポヌスやビュリダンのイ
ンペトゥス理論を経て、近代の慣性概念へと変遷を遂げる。然るに、アリストテレス的な運動論
からインペトゥス概念への移行を動機づけたものは、「放射された物体が手を離れた後も《飛び続
ける》」という経験的事態である。これについて、アリストテレス自身は、放射物よりも速く運動
する空気がその物を押し続ける事によって、手という起動因を離れた後も、物体が飛び続ける事
を説明する（physica, 215a14ff.）。これに対し、六世紀のフィロポヌスは、運動の持続を、「一定の
非物体的な運動力（κινητικήν δύναμιν）」が手から物体に伝達される事によって説明し、空気とい
う起動因の不断の介入を否定する（Philoponos, Ausgewählte Schriften, übs. von Böhm, Walter, Schöningh,
München, 1967, S.139）。その際、アリストテレスの説が正しければ、「石を投石機から引き離して、
背後の空気を押しさえすれば、石は飛んでゆく」事になるが、そんな事はあり得ない、という反例
が使われる（ibid.）。しかし、機械で空気を圧縮して噴出すれば石くらい簡単に飛ばせるので、フ
ィロポヌスの反例は必ずしもアリストテレスの説を反駁する力を持たない。アリストテレスの説
明もそれなりに整合的であろう。だが、重要な点は、「手を離れた物体が飛び続ける」や「どんな
に煽いでも石は飛ばない」といった事物の変化や抵抗が、事物がそれに則して意味付けられる「根
拠（Grund）」の枠組から《逸脱》して、この枠組みの改変を要求するものとして経験される事であ
る。換言すれば、ここでは、あるパラダイムの中で育った者が、事物の現れを説明するメタ理論
であった筈のパラダイムからはみ出す《未だ根拠付けられていない変化》に直面して、新しい「根
拠」のパラダイムを構築するように動機づけられているのである。
16 この事でもって、自然を人為の根底に置く認識論的・存在論的な階層説（リッカートやハルトマ
ンなど）に与する訳では決してなく、それ故、物理的対象の存在論的な先行性を説く最広義の自然
主義に与するものでもない。何故なら、ここでは行動の意味的脈絡が《解体》されるという変化の
経験における存在者の与件が問題になっているだけであり、又、この経験の内にはその完成され
た構造を静態的に観察できるような主体はいないので、そもそも「如何なる存在者が第一義的に存
在するか」といった問いに答える事がアプリオリに不可能だからである。
17 《
「大地」の解釈について》「大地」概念のこの定義は、現存する資料に則して利用可能な三つの
解釈条件から導かれる。もっと詳細な議論については、註 3 に挙げた拙稿を参照。
第一に、「大地」を特徴づける「自己隠蔽（Sichverschließen）」、則ち、「世界」の開示との「闘
争」関係にあるとされる「自己隠蔽」は、「現れ」と「隠れ（Verbergung）」の二重性に根ざすもの
とされている。この点に関しては、ぺゲラーに見られるような、《「世界」と「大地」の「闘争」》
と《「現れ」と「隠れ」の二重性》を同一視する読み方に陥らない事が肝要である（Cf. Pöggeler, Otto,
Der Denkweg Maritin Heideggers, Neske, Pfullingen, 1963, S.252）。この同一視は、『芸術作品の根源』にお
ける、「大地は、隠れに対応するような隠蔽されたものでない」（GA5, S.42）という行により明白
に 禁 じ ら れ て い る 。 ヘ ル マ ン や ア ー ル は こ の 点 を 的 確 に 押 さ え て い る （ Cf. von Herrmann,
Friedrich-Wilhelm, Heideggers Philosophie der Kunst, Klostermann, Frankfurt a.M., 1980, S.216f.; Haar, Michel, Le
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chant de la terre, L’Herne, Paris, 1987, p.126）。例えば、この点を示す箇所としては、『芸術作品の根源』
における「ここでは、現成する全てのものを、その現成へと限界付ける切り分けの流動が、己が内
．．．．
に安らいつつ、流れ行く。そうして 、自己隠蔽する全ての事物の内に、等しく己自身の無知が存
する」
（GA5, S.33 傍点筆者）や、草稿『存在の歴史』における「大地は全体における存在者の現成
である。世界は全体における存在者の現成である。大地と世界は、全体における存在者の存在に
．．．
属し、それ故 、両者の間には闘争が存する」（GA69, S.19 傍点筆者）といった行を挙げられる。ま
た、『物』講演で、《エアアイグニスとエントアイグニス》と四方域の関係が示される箇所（GA7,
S.180f.）も傍証として挙げられよう。
第二に、この自己隠蔽は、具体的には、歴史的に推移する意味の連関における位置付けから逸
脱する点において、自己隠蔽と呼ばれている。管見の及ぶ限り、この点に関しては、アールの「脱
歴史化」・「世界の《諸決断》の脱文脈化」といった萌芽的な洞察が存在する以外には等閑視され
ている（Cf. Haar, loc.cit.）。これに対し、筆者としては、上掲の『芸術作品の根源』からの引用文
で、「自己隠蔽する全ての事物」を性格付ける「己自身の無知」に着目したい。同様の記述は、一
九三四年十一月の講演における「永遠に眠る精神」というヘーゲル的な表現（GA16, S.325; Vgl. Hegel.
G.W.F., Phänomenologie des Geistes, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1986, S.225/ Hegel, G.W.F, Grundlinien der
Philosophie des Rechts, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1986, S.403）がある。ハイデガーの当該個所では、「大
地」ないし「自然」として動植物を挙げた上で、これが、「時間としての時間に身を曝す（aussetzen）」
ことが出来ない故に「隠蔽された」ものであり、それ故、「歴史」を持ち得ない事が主張される
（GA16, S.325）。ここから分かる通り、「隠蔽」とは、歴史的に把握される時間の推移に、言わば
反省的な位置規定を得られないという点において、「隠蔽」である。
第三に、現存する資料から判断する限り、「大地」の内実となるのは、このように「隠蔽」され
る も の であ る 限り で の環 境 と 生命 で ある 。 生命 に 関する 用 例 とし て は、 「 大地 と 身 体」（ GA65,
S.318）、「《生命》と身体、生殖と性、種族」（GA65, S.399）、「本能」（GA65, S.277）、農婦の靴
が示す「労働の歩みの辛苦」（GA5, S.19）、「ゆっくりとした歩みの力強さ」（ibid.）、生命の「衝
動」
（GA69, S.20）、「人間」
（GA65, S.72）、方言を語る口の如く文化と結合した身体（Vgl. US, S.205）
などを挙げられる。環境に関しては、神殿が顕示する「岩石」・「金属」・「色彩」・「音響」等
の「質料」（GA5, S.32）や、「熟した穀物の賜物」や「荒涼とした休耕地での断念」（ibid.）等生命
を養う糧が、そして他にも、「築きつつ担うもの、養いつつ実を結ぶもの、育む様な水、岩塊、植
物、動物」（GA7, S.179）や「風景」（GA7, 154）が挙げられる。それ故、現代人が普通に「自然」
と呼ぶものについて考察する際に手がかりとなるのは「大地」である。ちなみにハイデガーが「フ
ュシス」と呼ぶものは、「全体における存在者」に関わる、則ち、現代人が「歴史」や「文化」と
呼ぶものも含むもっと広い概念なので、自然に議論を限定したい場合は、「フュシス」でなく「大
地」を考察した方がよい。
こうしてみると、「大地」は、《「現れ」と「隠れ」の二重性によって根拠付けられ、しかも、
その事例として生命や環境が挙げられるような、歴史的推移から逸脱する仕方での存在者の与え
られ方》として纏められる概念である。まず、「現れ」と「隠れ」の二重性が歴史的推移から逸脱
するような存在者の与えられ方を根拠付ける事については、そもそもこの二重性が、現象学的に
語られる根拠概念を解体し抜いた先に得られる洞察である事を思えば分かり易い。則ち、「現れ」
と「隠れ」の二重性とは、形而上学期に「全体における存在者それ自体」として定式化されたよう
な存在者の存在の統一的把握を突破して、そのような把握を常に既に逃れ去ってしまう存在者の
生起という根本事態の性格なのである。しかるに、これに則して存在者の具体的な所与を眺める
場合、そこには、原因にせよ理由にせよ何がしかの根拠を与える事を拒むような存在者の根源的
な変容が認められねばならない。そして、何かが変容する事とは、形式的に言って、既存の秩序
が解体されるか新しく形成されるかのどちらかなのだから、「大地」には、この《解体》が当て嵌
まるのである。次に、このような《解体》的な変容が、生命と環境に見定められる理由は、歴史的
な意味の連関から逸脱する事が具体的にはどのような状態かを考えれば分かり易い。本文中で挙
げたように、これは、例えば、ハンマーの柄が突然折れるような、我々がそれまで事実性におい
て生きてきた行動の意味的脈絡が突如として《解体》する事態である。しかるに、このような意味
的脈絡から《逸脱する限りで》捉えられた存在者の与件は、そもそも、それに則して歴史的推移を
云々できるような意味的尺度を失っており、その意味において、歴史の変化によってその性格が
変わったりする事のない常住性や、人間がそれに手を加えようと加えまいとそれ自体の性格を保
持する即自性を有する。しかるに、そのような存在者の与えられ方を、日常言語で表現しようと
したら、それは、普通に「自然」と呼ばれる事象にかなり接近するだろう。
18 Cf. Condillac, Étienne Bonnot de, Traité des sensations : Traité des animaux, Fayard, Paris, 1984, Chap.1. コンデ
ィヤック自身の事例では、観念を持たない白紙状態の立像に嗅覚だけを与えて、その前に薔薇の
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花を掲げる時、「立像は自ら自身との関係では、この花の香りそのものになる。」無論、常識的な
言語使用では「人は海の輝きそのものになる」とは語の字義的意味から逸脱した隠喩的表現でしか
ない。だが、ここでは語の字義的理解がそこに根ざす行動の意味的分節の変革が生じているのだ
から、こうした言語表現はむしろ新しく生起した現実を発見する機能を持つものである。リクー
ルは『生きた隠喩』で同様の発想を詳細に展開している（Cf. Ricœur, Paul, La métaphore vie, Édition du
Seuil, Paris, 1975, p.160f.）。
19 例えば『法律』のプラトンは、同時代の無神論的な思想における自然観を批判して次のように言
う。「火や水や土や空気、これらはみな自然と偶然によって存在し、それらのどれ一つも技術によ
って存在するのではないと、彼らは主張しているのです。〔…〕 こういったもの全ての生成は、
知性の働きによるのでもなければ、何らかの神の力によるのでもなく、また技術によるのでもな
い、というのが彼らの主張であり、むしろ、今言われたように、自然と偶然によるのだという訳
です。」（889B-C: 訳文は、森進一（他）訳, 『法律（下）』, 岩波文庫, 第一版, 1993, によった。）
20 付言すると、ハイデガー以後の哲学者の一つの傾向として、ハイデガーが実存の主体性を重んじ
る余り、自然に拘束された生命としての現存在の性格を看過した事を批判し、自然にある種の（倫
理的・進化的）目的性を認めるべき事を主張するものがある。フランス語・イタリア語圏ではデリ
ダの『精神について』以後にアガンベンやバルバラスが動物の問題に焦点を当てた事は、ポスト・
モダニズムが盛んな我が国でも周知の通りである。 またドイツ語圏では、ヨナスが、自然に拘束
されないハイデガー＝グノーシス的な実存を批判して、独自の目的論的自然観とそれに基づく倫
理思想を提示した。これに対し、「大地」概念を彫琢した後のハイデガーであればこう言うと思わ
れる。則ち、自然が実存を根源的に拘束する事は全くその通りだが、だからと言って、自然に目
的論を求める必要などなく、自然はその無目的で無根拠な生成において受け止められるべきであ
る、と。また、実際問題として、自然災害（小惑星の衝突など）が生命を滅ぼし尽くし、その後は
宇宙の終焉まで無生命の世界が続く可能性 だって十分あるので、自然に内在する目的に依拠して
人間の行動規範を構想することは難しいだろう。自然の趨勢が《生命を滅ぼす方向》に向う場合、
自然に目的を見出す者は、自然に合わせて自滅を目指さねばならないのではないだろうか。
21 三枝博音, 『技術思想の探究』, こぶし文庫, 第二刷, 2001, p.54：
「手段の一部は物であるが、全体
は現実に働いている動的のものである。生ける過程としての手段、これが技術の第一の一般規定
である。」
22 単純化して言えば、「死すべき者ども」とは、無根拠に立ち現れる存在者の変化に曝される限り
での自己性の存在の覚知である。ここから、「大地」としての自然の変化に曝される者としての「死
すべき者ども」という読み方も正当化される。こうした一般的な規定に関しては二点に注意しなけ
ればならない。
第一に、「死すべき者ども」が「死すべき」と言われるのは、「全体における存在者」の「恒常
的現前」が維持されず、存在者がいつ終わるともしれない無根拠さの偶然性に曝されるからである。
この点について、後期ハイデガーは、「死」を、「現れ」と「隠れ」の二重性の思想に結び付ける。
例えば、一九四一／四二年執筆の草稿『出来事』では、「死」の「離脱的な本質（das abschiedliche
Wesen）は、存在者それ自体（das Seiende als solches）からの離脱（Abschied）に関わるものであり、
その離脱は、真存在（das Seyn）への関係の充実である」（GA71, S.194）と言われる。
第二に、このような偶然性が具体的に経験されるのは「全体における存在者」の不断の変容を被
る事においてである。実際問題として、何か《もの》が経験されない限り、存在の無根拠さも実感
はされない。この点について、ハイデガーは、「死すべき者ども」と「四方域」の他の契機との不
可分性を主張している。『物』講演では次の様に言われる。「ただ人間のみが死ぬのであり、しか
も、彼が大地の上に、天空の下に、神々しい者どもの前に残り続ける間は、不断に死するのであ
る。死すべき者どもが挙げられるならば、我々は既に他の三者も共に思索するのである。」（GA7,
S.152）
23 生活世界的なリスク知覚における「万一の場合」の性格は、専門的な技術者が語る安全基準上の
「想定外」とは、密接に関係するにせよ区別すべきものである。工学的な「想定」概念については、
畑村洋太郎, 『「想定外」を想定せよ！』, ＮＨＫ出版, 2011, 第一章, で確認した。区別すべき理由
は、「想定外」という語が意味を持つのは、明示的な想定、則ち、安全上の線引きを行う者にとっ
てであるのに対し、「万一の場合」は、そうした線引きの明示的な知識がなくとも、実感しえるも
のだからである。図式的に区分すれば、「万一の場合」への緊張感は一般市民も専門家も共有しえ
るが、「想定外」の事態への対策を行えるのは専門家だけである。ただし、「万一の場合」への緊
張感が失われると、「想定外」の事態への対応が実効性をなくす事は、経験的にも、原理的にも主
張できるだろう。例えば、災害や事故への緊張感が関係する技術者などから失われた場合には、
「想定外」の事態にまじめに対応しようという意識がなくなり、そもそもの「想定」も段々甘くな
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っていく事は、容易に予想が付く。
リスク知覚（perception of risk / Risikowahrnehmung）の問題に関する概観としては、Renn, Ortwinn,
Risk Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World, Earthscan, London, 2008, Chap.4 が好便である。
又、スロビクも古典と呼べる浩瀚な研究を残している（The Perception of Risk, Earthscan, London, 2000
/ The Feeling of Risk: New Perspectives on Risk Perception, Earthscan, London, 2010）。我々の文脈の論点が最
も近く関わる論点としては、「曖昧なリスク（ambiguous risk）」、則ち、確率分布を特定できない
リスクを挙げられる。
25 心理学的なリスク研究では、これは、「経験的（experiential）
」なリスク理解と、「合理的／分析
的」なリスク理解の違いとして区別される。この区別に関しては、Cf. Epstein, S., “Integration of the
Cognitive and the Psychodaynamic Unconsious”, in American Psychologist, vol.49, pp.709-724, p.710 and p.716.
26 何故なら、自然経験それ自体は、意味的脈絡の
《解体》として、好都合でも不都合でもないから。
27 近年の現象学 におけ る「超 過」の 分析に ついて は、 Vgl. Micalli, Stefano, Überschüsse der Erfahrung,
Springer, Dordrecht, 2008. また、「出来事」的な経験、この場合は自然の経験から高次の対象性を《演
繹》したり、この経験の意味が様々な対象性を明示的に基付けている事を示そうとしたりしてはな
らない。例えば、意味的脈絡の《解体》における存在者の所与性から、意味的脈絡の内部で規定さ
れた対象性を構築することなどできない。むしろ、「出来事」的な経験は、日常的には、意味的脈
絡の枠内で規定される様々な対象性に、その枠内では規定しがたいニュアンスを付け加えるもの
だと思われる。
28 近年のリスク研究は、「情動ヒューリスティック（affect heuristic）
」の標題と共に、ハイデガー現
象学の気分論的なアプローチに親和性の高い方向を取り始めている。「情動ヒューリスティック」
に関しては、Slovic, Paul, The Feeling of Risk: New Perspectives on Risk Perception, Earthscan, London, 2010,
P.23f.に研究状況の好便なまとめがある。また、トベルスキーやカーネマン以降に開拓されたヒュ
ーリスティックな行動分析一般も、生活世界に受肉した人間的実存のあり方を探究する現象学的
態度に親和性が高いように思われるので、この点の研究を今後推し進めるべきである。本文箇所
で試みたのは、実証的な心理学的リスク研究においてもっとも見過ごされ易い「出来事」的な経験
を、リスク知覚の情動的側面の内に見定める事である。
29 例えば、天気予報は、可能な事態として晴れや雨を設定して、そのどちらが現実化するかを確率
的に表現する。その際、晴天も雨天も、それ自体として見れば、現実性からは区別された純粋に
可能な事態である。これに対し、現象学者が「事実性」と呼ぶ経験の水準、則ち、世界の現実性と
は独立に設定された表象的な意味把握に先行して、常に既に有意味な《もの》に関わり合ってしま
っている経験の水準では、このような《可能性／現実性》の二分法は成り立たない。例えば、私が
こうして室内で原稿を書いている時、私は暗黙裡に《明日の天気》への様々な実存的構え―「傘
を玄関に置いてある」、「晴天時の暑さの為に空調が部屋に置いてある」など―を持っており、
こうした仕方で、それ自体は幾らでも変容しえる《明日の天気》に備えている。この限りでは、《明
日の晴天ないし雨天》は、今ここでの私の様々な構えの相関者であるだけなので、上述の意味では
可能的でも現実的でもなく、むしろ、「私の事実的な振る舞いの幅の中にあるもの」としか表現し
ようのないものである。
30 周知の通り、この語自体は『存在と時間』期でも使用される。だが、この語の真の射程が明らか
になるのは、「全体における存在者」の発想が導入された形而上学期以降だと思われる。というの
も、『存在と時間』流の《根源的な将来の可能性へと先駆する現存在》すらもその内に包摂する「全
体における存在者」を承認する場合、理論的客観化とは別の次元で、再び現実性がより根源的な様
相として位置付けられるように思われるから。比喩的に言えば、地上に立つ我々にとって、公転
する地球の推移は感じられず、その意味で、地球は不動のものとして現前し続けるようなもので
ある。こうしたレベルでの「恒常的現前」は、所謂「永遠の今」に近い現実性だろう。これに対し、
「出来事」の記述は、このような存在者の現前の自閉化を突き破る《存在者の生起》を表現するの
である。
31 換言すると、これは、常識的な技術、則ち、環境（食糧等）への直接的反応を延期して、目的の
為により合理的な手段を製作・使用する、という技術が成り立つ為の可能性の条件である。こう
した技術観の事例としては、例えば、オルテガ・イ・ガセ, ホセ, 『個人と社会』, マタイス, A.
佐々木孝（訳）, 白水社, 1989, p.28ff.を参照。《環境への直接的反応を延期して、目的に応じて事
物の性質を考量し、それに適した手段を創造する》という技術の根本構造が成り立つ為には、そも
そも《延期…》の一連の手続きにおいて、予め事物が特定のあり方において固定的に表象されてい
なければならないが（さもなくば環境への合理的対応など不可能である）、その際には、自然の経
験の《不意打ち的な変化》の性格は度外視されざるを得ない。
32 この点は、狭義の工学の営みにおいても、もっと広範囲な社会的単位でも成り立つ。例えば前者
24
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に関しては、機械のシステム管理を主旨とした「信頼性工学」というディシプリンが存在し、「故
障モード影響解析（FMEA）」や「フォルトツリー解析（FTA）」といった故障リスクの評価方法が
実践されている。だが、工学者の丹羽清が指摘する通り、「『手法を用いること』自体を目的化し
て、目に見える表面的なことだけに考察の対象を絞ったり、定量的な発生確率を無理矢理に想定
するなどの危険と誘惑」が常に存在する（丹羽清, 『技術経営論』, 東京大学出版会, 2006, p.267）。
33 以下を参照。
「 立て組は、現実的なものを発注という仕方で在庫として暴露するように人間を立て
るかの立たしめる働きの複合体である。」（GA7, S.24）
34 ハイデガーの「立て組」論を、近代技術について直接扱う科学技術論の一種として理解してしま
うと、彼の議論は、技術の具体的な営為に踏み込まない無価値な素人談義にしかならないだろう。
そうではなく、問題は、具体的に挙げられるような人間的営為としての技術が、《常に既に》それ
に則して遂行され、その有意味さに関して前提とする所の 、超越論的な発生上の前提である。こ
れに関しては下記の箇所を参照。「近代技術の本質は、既に動力機が発明され、電気技術や原子技
術が軌道に乗せられた所でさえ、長い間隠蔽されている。近代技術のそれに限らず、全ての現成
するもの（Wesende）は、どこであれ、とっくの昔から隠蔽され続けている。とは言え、その統宰
（Walten）の観点では、全てに先行して立ち現れる（voraufgeht）もの、則ち、最も先なるもの（das
Früheste）が残り続ける。」（GA7, S.23）
35 以 下 を 参 照 。「 ポ イ エ ー シ ス の 意 味 で 、 現 成 す る も の を 立 ち 現 れ へ と 立 ち 来 た ら せ る
（hervorkommen）かの暴露。」（GA7, S.28）
36 「準備」の最も有名な用例は、『時間と存在』プロトコルでの「経験の準備」
（Heidegger, Martin, Zur
Sache des Denkens, Niemeyer, Tübingen, 4.Aufl., 2000, S.57）だろう。だが、「思索者（Denker）」
（GA65, S.11;
GA70, S.41）、「創造者（Schaffenden）」（GA65 S.324）、「来るべき者ども（Zukuenftigen）」
（GA65,
S.7, S.62, S.395）、「出来事（Ereignis）」（GA65, S.34）、「詩作（Dichten）」
（GA70, S.156）も「準備」
の対象とされる。
37 当該の文面は次の通り。
「一方で余地の開放（Einräumen）は何かを認容する。それは、人間の住
まいが差し向けられる現成する事物の現出をまずもって認容する開け（Offenes）を統宰（walten）
させる。」（GA13, S.207）原文の文脈は、造形芸術と空間の問題を扱うものなので、勿論ここでの
引用は転用である。だが、そもそも後期ハイデガー哲学における「空間」が如何なるものであり得
るかを考えれば、我々の文脈で「余地の開放」を語る事は事象的な正当性をもつ。
具体的には、後期ハイデガー特有の空間概念とは、我々自身も含む存在者が不意打ち 的に変化
するための「余地」や「あそび」である。例えば、それは、「ハンマーの柄が『不意に』折れる」
際の身体や事物の変容を受けれいる「余地」である。そして、こうした空間性こそ、最も原初的な
仕方で、「存在者がその内に在る」と言えるような《拡がり》の意味を構成する。
試みに、『存在と時間』や形而上学期の空間概念との対比で考えてみよう。まず、『存在と時間』
の空間性とは、「ハンマーを振る者」として存在する為の可能性の拡がり、則ち、行動空間である。
この枠内で、「遠ざかりの奪取（Ent-fernung）」や「方向付け（Ausrichtung）」といった実存論的な
空間性の契機も規定される。これに対し、形而上学期のメタ存在論的な空間性（Vgl. GA26, S.174）
とは、行動空間という《内》に対して、存在了解に先行する存在者の触発という《外》や《果て》
や《彼方》の契機を記述するものである。例えば、現存在がどれだけ自らが生きる歴史的状況とそ
の「遺産」を「決意」において「引き受けた」としても、引き受けられた状況を更にその外部から
形成する不如意な因果的条件―ハンマー使用という生活形式が生成する為の環境内の資源状況
や、そもそも道具使用が可能な為に必要な知能の進化的前提、歴史的状況を「引き受けた」積りに
させている未知の薬物の投与 etc.―の存在は《在り得るもの》としていくらでも想像できる。こ
れにより、『存在と時間』流の行動空間には、不可視の《外》や非連続の《断裂》という異質な空
間性が穿たれる。ただし、志向的な行動空間とその因果的外部性とは、あくまでワンセットの概
念であり、全体としてはある特定の仕方での「根拠（Grund）」の「構想」に基付けられており、形
而上学期の枠組みでは、この「構想」の存在自体には《他でもあり得る》ような《拡がり》は与え
られていない。これに対応して、行動空間の「内」と「外」という枠組自体は固定化されている。
これに対し、こうした「根拠」の「構想」が解体されると、行動空間の「内」と「外」という区別
が意味を失う。具体的には、因果的にせよ志向的にせよ根拠を与えられないような存在者の不意
打ち的変化が生じている《拡がり》がここで問題となる訳だが、これはもはや行動空間の外部でも
内部でもない。例えば、「不意に体のバランスが崩れる」や「不意に金具がすっ飛ぶ」際に身体や
事物を収容する空間性は、「私が可能性を投企しながらその内に生きる空間」でも、「私の可能性
の投企に先行して、私の全状況を規定する外部性」でもない。然るにこのような《拡がり》は、
「内」・「外」を問題化できるような存在者の統一の表象に先立って、不断に変容する存在者がそ
の内に原初的に立ち現れる場に他ならない。この点については例えば、一九三八年の草稿『省察』
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の次の箇所は、「大地」の「隠蔽（Verschließen）」を収容するものとしての空間概念を提示したと
理解できる。
「空間はただ現れ（Lichtung）から（思索される）、〔…〕ここで空間とは《空虚（Leere）》
である。空間化は、空けること、断念すること、放棄することを意味する。より深く見れば、空
間は正に確保されるべきものや、占められるべきものであるが、何故なら、それは受け容れるも
の、留め置くもの、隠蔽（Verschließung）を保護するものだから。」
（GA66, S.102 （ ）内補足筆者）
こうした意味で、後期ハイデガーの空間概念は、空間性という《拡がり》の最も根本的な意味を成
すものと見るべきである。然るに、上記の引用文中の「余地の開放」とは、このような変容の「余
地」が訪れるように造形芸術等によって予め下拵えしておく事だから、結果として「準備」と変わ
らない事を行うのである。
38 例えば斎藤慶典は、ハイデガーの「準備」を批判して、「思考を圧して聳えたつ」
「世界の外部の
可能性」に対して、「思考」は「無為にひたすら耐えて立ち尽くす」しかないと言う（斎藤慶典, 「哲
学の『終わり』によせて」, in Heidegger Forum, Vol.1, 2007, p.32）。何故なら、「来たるべきものはす
でに到来してしまっているのであり、思考はすでにそれに服してしまっているのだから、事態の
この次元において待つことでさらに何かがやって来るわけではない」のだから（ibid.）。しかし、
成す術もなく受容するしかないものについて、受容する者の側で「既に到来してしまっている」や
「すでにそれに服してしまっている」という固定的な言明を為す事がどのようにして可能になるの
だろうか。こう言う場合、斎藤氏の言う「世界の外部の可能性」は、少なくとも「いつでも到来し
ているもの」《として》主体によって表象されている。無論、斎藤氏はここで「力の発現」（ibid.）
が乗り越えられる事を考えている訳だが、このような無為における不断の受容の確信は《無気「力」
への意志》とでも呼ぶべき「力への意志」のヴァリアントを産み出すだけでないか。
39 この点に関し、「準備」されるべき「来るべき者ども」の時間性格を理論的に明確化する事が重
要である。管見では、後期ハイデガーが問題化する時間的推移とは、恒常的現前性に対してそれ
を乗り越えるものとして語られる時間的推移である。例えば、『哲学への寄与』では次の様に言わ
れる。「（存 在が）自 己を拒む こと（ Sichversagen）は 、 〔…〕 己が内へと 脱去的に 遠ざける もの
（entrückende）としての空虚（Leere）を創造するが、それは、到来性（Künftigkeit）へと遠ざけつ
つ、それと共に同時に、既在的なもの（Gewesendes）を炸裂させる事においてである。この既在的
なものは、到来的なものと共に、〔…〕
（存在からの）棄却性（Verlassenheit）への進入（Einrückung）
としての、だが、想起しつつ待ち焦がれるもの（die erinnernd-erharrende）としての現在（Gegenwart）
を、形成する」（GA65, S.383 （ ）内補足筆者）。極めて晦渋な表現だが、正味の主張内容は、存
在の「隠れ」が真の時間的推移を条件付ける、という事でしかない。則ち、「自己を拒むこと」と
いう表現は存在の「隠れ」を意味するが、これは、形而上学的な表象から退去する「現れ」の場と
しての「空虚」を齎し、そして、この「現れ」の場は、形而上学的な表象の自同性から免れる故に、
表象に先行して到来する生起の未来性と、表象に先行して過ぎ去っていた過去性への差し向けを
含むものである、と此処では言われるのだ。然るに、「準備」が志向する「来るべき者ども」の未
来とは、このような恒常的現前を突破する未来である。恒常的現前性に関する筆者の理解につい
ては、註 30 を参照。
40 安克昌, 『心の傷を癒すということ
大災害精神医療の臨床報告』, 作品社, 増補改訂版, 2011, p.69。
41 管見では、「ポイエーシス」等の標語で表される事柄の一般的な意義は、主体の複数性が損なわ
れないまま分かち持たれる世界の共通性を、経験的に露呈する所に求められる。
まず、「死すべき者ども」は、上述の註で示した通り、人間の最低限の条件を示す概念、則ち、
無根拠に立ち現れる存在者の変化に曝される限りでの自己覚知を示す概念である。この範疇には、
行動の意味的脈絡の不意打ち的な変容に曝され得る者であれば、 如何なる存在者も入り得る。そ
して、この存在者は、それぞれの生起の状況のあり方に応じて、無限に多様である。例えば、本
文中で意味的脈絡の《解体》の例として「老化」を挙げたが、これが如何なる老化かは、その都度
の状況に応じて、則ち、意味的脈絡の《形成》（「世界」・「天空」）とどのような仕方で拮抗関係
に置かれるかに応じて、果てしなく多様である。例えば、何の問題もなく経済発展を遂げている
国であれば、老化は単に「めでたい」社会現象だが、これが社会全体の労働力の減少と社会保障費
の高騰に結び付いた瞬間に、老化は解決すべき社会 問題の一つと化する。無論、現実の老化現象
はこんな叙述よりも遥かに複雑なものである。更に、こうした変化の多様性とは、詰まる所、変
化に曝される個々の主体の多様性の具体的な内実を成すものである。この意味で、「死すべき者ど
も」は、果てしなく複数的な主体、特に人間存在の複数性の最低条件を示す概念である。
然るに、こうして自己存在の複数性を確保すると、理論的問題として、「そのように複数的な存
在者が、一つの同じ世界に存在すると如何にして言えるのか」を検討しなければならなくなる。何
故なら、世界の立ち現れの原初的所与を存在者の変容の布置（「四方域」）として捉える場合、異な
る布置に置かれた者同士がどのような意味で「一つの世界」に存在すると言えるのか、差し当たり
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は不可解だからである。また、これは、実存的コミットメントの対象（居住地域など）がどのよう
にして他者と共有され得るか、という実践的な問題にも関わる。まず、自分の生きがいを見い出
せるような対象、例えば代々の郷土なども、一度決定的に汚染されてしまえば、そうした愛着が
失われてしまう事はあるのだから、コミットメントの根拠をその対象に求める事はできない。逆
に、自分一人だけでコミットメントの主体の自己配慮にその根拠を求めると、愛着の内容が失わ
れるので、実際には自分自身も愛着を感じられないような空疎な議論になる。そこで、そのよう
な尺度が利用できない中で、しかも、自分以外の極めて多様な利害関心を持った他者との関係の
中で、新しくコミットメントの対象を獲得するあり方が問題となる。
これに対し、「準備」は、一つの理論的解決を与える。則ち、自己自身の表象能力を超えた経験
の到来を、必ずしも自分自身ではない誰かに向けて「準備」するその点において、「準備」は、「準
備」する者と「準備」される者が到来すべき経験の場を分かち合う事を可能にする。換言すれば、
不可測かつ無限に多様に変化する存在者の場を共有しえるのは、「準備」する者が、そのような変
化の生じる場を、「準備」される者に差し出す点においてなのである。例えば、老化の経験は人に
より果てしなく多様だから、将来の者が具体的にこうむる身体的変化それ自体に関わる事は現在
の我々には不可能である。だが、我々も自分なりに被る老化が誰か他の者に到来しても、その人
が何とかやり繰りできるように現在の状況に関わり合う事において、我々は、少なくとも、その
ような身体的変化を被りえるという存在の条件を来るべき当の者と分かち合っている。
42 「現れ」と「隠れ」の二重性としての「出来事」と、「聖なるもの」の関係については、『始原
について』で次の様に言われる。「（聖なるものと真存在の）両者は同一だとも同一でないとも言
．．．．
える。その名の合致は、それが神々と人間に先立って（vor）支配（waltet）
〔救済（heilt）〕し現成す
る事を告知する所に存する。〔…〕 聖なるものと真存在は、〔…〕 別なる始原（der andere Anfang）
の名である。」（GA70, S.157 （ ）内補足筆者, 強調と〔 〕内補足と強調原著者）則ち、両者は、
存在者が生起する立ち現れの事態の二つの側面である。然るに、「詩作」とは、この「聖なるもの」
を迎え入れる言語行為である。草稿『出来事』では、「詩作は、聖なるものの近みを形成する語（das
bildende Wort）における、故郷的なものの伝達（Mit-teilen）である」
（GA71, S.330）と言われる。又、
『詩人は何の為に』では、「乏しき時代において詩人であるとは、謳いつつ、逃走せる神々の痕跡
へと注意する事を意味す る。それ故、詩人 は、世界の 黄昏の時代に、聖なるも のを語る」（GA5,
S.272）と、また、一九七四年の『聖なる名の欠在』では「詩作がここで意味するのは、現成それ自
体の純粋な呼び掛け（Anruf）をして、自らに向けて語らしめることである。たとえ、これが単に
そして正に脱去（Entzug）と留保（Vorenthalt）の現成であるとしても」
（GA13, S.234）と言われる。
43 筆者の専門ではないので深入りする資格はないが、
《人の儚さの哀しみを歌う前に自然を讃える》
そうした詩作は、我が国の自然賛歌の伝統にも認められると言うので、こうした角度から国内外
の文学史を検討する作業は今後重要なものとなるだろう。例えば、柿本人麻呂は、ある長歌にお
いて、前半で、讃岐の港から出航した際に見た海洋の聖なる美しさと荒海への畏敬を格調高く歌
い上げる。だが後半では一転して、降り立った狭岑の島の浜辺に見つけた行き倒れの死者の孤独
に哀しい共感が寄せられるのである（Cf. 万葉集巻二, 220）。
44 例えば、「コツをつかむ」のような素朴な事態から、工学系の創造性研究で「偶察力（serendipity）
」
と呼ばれる偶然の経験を創造力に生かす能力まで、様々な水準の事例を考えられる。自然の 触発
に焦点を絞って言うと、例えば、日本各地に存在する非常に質の高い伝統陶芸は、それぞれの地
方の土の特性に甚大な影響を受けている筈である。更に、どのような器が製作されるかも、それ
ぞれの地方の風土に応じて形成されてきた生活形式に左右されるだろう。
45 管見の及ぶ限り、後期ハイデガーは一箇所で「スタイル」の語を使用する。
「例えば、芸術は、真
．．
．．．
理を作品 の内へと立てて現実化 すること（das Ins-Werk-setzen）であり、作品の内で、保蔵は己自身
において己自身へと立ち来たるが故に、『スタイル（der »Stil«）』は―たとえめったに把握されず
とも―特に芸術の領域で可視的となる。ただし、ここでは、芸術の方から、現 ‐存在それ自体
．．
に様式思想が拡大解釈されて移入されているわけではない 。」（GA65, S.69 強調原著者）

Yohei KAGEYAMA

Erfahrung der Natur und Gründung des Mitlebens
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責任から科学技術へ
安部 浩 （京都大学）

拙稿の狙いは本来、次の二点にある。第一点は、責任概念と科学技術との相互作用の歴
史を哲学史的観点から簡潔に跡づけることである。そして第二点は、このような「科学技
術と責任との関係」という問題設定において、ハイデガーの技術論（およびその責任観）
の特質、及びハイデガー以後の哲学者達（G. ピヒトと H. ヨーナス）によるハイデガーと
の対決の意義を詳らかにすることである。紙幅の都合上、本小論では一先ず差し当たり、
第一点のみを論ずることにする。なお第二の点については、稿を改めて「科学技術から再
び責任へ」と題し、他日引き続き詳らかにする所存である。

1. 「責任から科学技術へ」という G. ピヒトのテーゼ
周知のように「責任（Verantwortung）」なる語は、ドイツ語圏においては十五世紀後半に
漸く人口に膾炙するに至ったと推定されうる 1 。そしてグリムの辞書によれば、元来その原
義は、「応答（Antwort）」乃至は「辯明（apologia）」に、しかも取り分け「法廷における釈
明〔又は正当化〕（Rechtfertigung vor Gericht）」ということにあった 2 。右の言語学的調査を
踏まえ、ピヒトはこの語に関して大変興味深い主張を行っている。以下その所説の大要を
示すことにしよう。
ピヒト曰く、「責任」の語は中世末期に法律用語（「法廷において或る事柄を弁護するこ
と」の意）として初登場するものの、やがてそれは神学上の術語（「最後の審判における、
神に対する辯明」）として転用されることになる 3 。ところが近世に入ると、かかる「神に
Vgl. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 25, Leibzig (S. Hirzel), 1956, S. 81.
Vgl. a. a. O., S. 81f.
3 Vgl. 「責任（Verantwortung）の概念は法律の語彙に由来する。この語が最初に登場する中世末期
の諸文献においては、<eine Sache verantworten>とは、<eine Sache verteidigen>〔=或る事柄を辯護す
る〕ということを意味している。
〔…〕羅馬法では、<respondere>、<responsio>、<responsum>等の
概 念 が 、〔 今 述 べ た <verantworten> と 〕 同 様 の 仕 方 で 用 い ら れ て い る 。 だ が 羅 馬 人 は 、 こ れ ら
〔<respondere>等々〕の法律概念を倫理学の領域へは転用しなかった。＜自らの道徳的な振る舞い
に対しても、否それどころか自らの純然たる内面生活に対してすら、辯明が求められることがあり
うる＞という考えは、羅馬人にとっては思いもよらぬことであった。我々にとって馴染みのある、
この法律概念〔=「責任」〕のメタファーとしての用法〔の起源〕は、<Verantwortung>が中世末期
に は 屡 々 、 ＜ 神 の 法 廷 に お け る 辯 明 ＞ と し て 使 わ れ て い る こ と か ら 説 明 さ れ る 」（ Georg Picht,
Rechtfertigung und Gerechtigkeit ―Zum Begriff der Verantwortung [=RG], in: Hier und Jetzt. Philosophieren
nach Auschwitz und Hiroshima, Bd. 1, Stuttgart (Klett-Cotta), 1980, S. 202. なお〔 〕内の補足は引用者によ
る。以下同様）。「これ〔=古代羅馬の倫理〕に対し、基督教の倫理は、あらゆる人間の振る舞い全
般をして次の箴言に服さしめている―『我等はみな必ずキリストの審判の座の前にあらはれ、善
にもあれ悪にもあれ、各人その身になしたる事に随ひて報を受くべければなり』
（「コリント人への
後 の 書 」 5-10.）。 こ の 最 後 の 審 判 へ の 待 望 か ら 初 め て 、 ＜ 人 間 の 生 は 総 じ て 、 こ の 最 後 の 辯 明
1
2
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対する辯明」という基督教的な考え方から、「自己責任（Selbstverantwortung）」（すなわち
．．．．
．．．．
自らに対する 、自らに関する 人間的主体の辯明乃至は責任）なる概念が更に生ずることに
なる。ピヒトにとって、この概念の誕生は意味深長である。というのも彼は、
「〜に対して
責任がある（verantwortlich vor; responsible to）」
（つまり責任が正しく果たされているか否か
を判定する「責任の審級」に対する責任）と「〜に関して責任がある（verantwortlich für;
responsible for）」（すなわち「責任の対象」に関する責任）の両者を「責任の二重の指示」
と呼び、かかる「審級」と「対象」を銘々指し示す二つのヴェクトルは本来何処までも果
てしなく伸長しうると考えるのであるが、然るに主体の自己関係的な性格によって 4 、今や
件の両ヴェクトルは共に主体自身を指すべく彎曲せしめられ、以てその無限進行もまた矮
小化するに至ったのである 5 。
それでは「神に対する人間の辯明」から（人間的主体の自己関係性を介在しつつ）「主
体の自己責任」へと至る如上の転換は、一体如何にしてなされえたのであろうか。ピヒト

（Verantwortung）に資するものでなければならない＞といった考えが生じえた。故に責任の概念は
基督教起源の道徳的概念としてあり、より正確に言えば、それは終末論的な概念なのである」（G.
Picht, Der Begriff der Verantwortung [=BV], in: Wahrheit Vernunft Verantwortung, Stuttgart (Klett-Cotta), 1969,
S. 319）。
． ．．．．．
4 例えばデカルトの所謂＜私は思う（cogito）＞には、自己意識の構造がア ・プリオリに 備わってい
ることを想起されたい。「意識することとは、何かを思惟することにして、当の思惟作用を反省す
ることである（Conscium esse est quidem cogitare et reflectare supra suam cogitationem. ）」
（René Descartes,
Correspondance de Descartes et Burman （Egmond, 16 avril 1648）, in: Œuvres de Descartes publiées par Ch.
Adam et P. Tannery [=AT], Tome 5, Paris (Vrin), 1996, p. 149.）。「思惟作用とは何か、また存在とは何か
ということを〔予め〕知っていなければ、自分自身が思惟すること、そして自分自身が存在するこ
とを何人も確信しえないということは、確かに真である。
〔だが〕この為に、反省される知（scientia
reflexa）
〔…〕が必要とされることにはならない。
〔ましてや〕＜反省される知についての知（scientia
scientiae reflexae）＞―この知によって、ひとは＜自分自身が知っていること（se scire）＞、そし
てまた＜自分自身が知っているということを自分自身が知っていること（se scire se scire）＞（かく
て更に無限に続く）を知るのであるが―が必要とされるということは、なおさら全くもってない。
そうではなく、＜反省される認識に常に先行するような、かの内的な認識（cognitio illa interna, quae
reflexam semper antecedit）＞〔…〕によってそれを知ることで、全く十分なのである」
（R. Descartes,
Meditationes de prima philosophia, in: AT7, 422）。
．．．．
5 Vgl. 「責任の概念には二重の指示が存する。すなわちひとは或る物に関して（für）
、或いは又他者
．．．．
に関して 責任があり、そしてひとは、その責任を根拠づける任務〔乃至は使命〕を〔彼に〕委任す
．．．．
るところの審級に対して （vor）責任があるのである。〔…〕責任の概念が他の法的（又は道徳的）
諸概念から区別されるのは次の点による。すなわちそれは、この概念はそれ自体の中に独自の余剰
（Überschuß）を含んでおり、そしてその余剰は、こうした二重の指示が差し当たって表している
ところの＜明確にその範囲が縁取られた（umrissen）関係＞の中には収まりきらぬという点である。
〔…〕責任の限界画定の不可能性は〔…〕責任の本質に属しているのである」（BV, 319f. なお丸点
による強調は原著者による。以下同様）。
「 近世の倫理学は責任の指示性格を独自の仕方で歪曲した。
〔近世という〕デカルトと共に開始する時代においては、思惟はただ思惟自身とその固有の原理〔=
明晰判明知〕へと再帰的に関係づけられることによってのみ、自らの可能的な真理を確信しうる故、
．．．．
思惟する自我はそれ自身、＜自らがそれに対して 責任を有することを知っているところのもの＞と
して理解されるのである。したがって責任は、自己固有の良心に対する責任、すなわち自己自身に
対する責任、自己責任として理解される。このことに対応して近世的思惟は、人間と事物に関する
．．．．
あらゆる責任を＜道徳的理性の有する、自己自身に関する 責任＞―より正確に言えば、人間の理
性的な自己存在の可能性の制約として把握される＜自由＞に関する責任―に基礎づける。〔かく
．．．．
．．．．
て〕今や、人間の責任は、＜自己自身に対する 、自己自身に関する 人間の責任＞を意味する」
（BV,
320f.）。
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の見るところ、右の転機に際して決定的な役割を担ったのは、「神の似像（imago Dei）」な
る基督教的人間観に他ならぬ。というのもそもそもかかる人間観なくしては―人間が畢
竟してそれに対して責めを負うべきところの―＜責任の最終審級＞が、神から人間自身
に委譲されるなどということは（創造主と被造物を峻別するのが常である基督教思想圏に
おいては）凡そ理論的に正当化されえぬ為である。かくてピヒトは、この「神の似像」と
いう人間の自己理解こそが正しく、当の人間をして「神に対する辯明」から解放せしめ、
以て近世以降、自己自身のあらゆる行為に関して―ということはつまり、自らが行う自
然の改変に関してもまた―自己責任を担う道を歩ましめるに至ったと考えるのである 6 。
以上を要するに、ピヒトの主張の眼目は、＜責任概念が―就中「人間は神の似像なり」
といった人間観を介して―「（最後の審判における）神に対する辯明」から「人間的主体
の自己責任」へと変貌を遂げるに至るという、近世に起きたこの出来事こそが正しく、科
学技術による自然支配を理論的に正当化し、その端緒を開いた＞という点に存する。右の
テーゼを「責任から科学技術へ」と名付けることにしよう。さて哲学史に鑑みるに、我々
は果たしてこれを至当なものと認めうるであろうか。ここでは文献の博捜による厳密な検
．．
証は素よりこれを断念し、当該テーゼを概ね 支持すると思しき傍証を二例提示するに止め
たい。
ス キ エ ン テ ィ ア

ア ル ス

そこでまず、＜学（科学） と技術 による、事物に対する人間の支配＞ 7 を F. ベーコンが
如何なる仕方で哲学的に根拠づけたかを見ることにしよう。彼は言う。
あらゆる作品（works）が、制作者（workman）の力と技量を際立たせて示す（shew forth）ものの、
彼の似像（image）を示すわけではないことと同様に、同じ事が神の作品についても当て嵌まる。
〔というのも〕 神の作品は、作り手の全能や知恵を如実に示すものの、彼の似像を示すわけでは

Vgl. 「<Verantwortung>の語の歴史をこのように回顧することによって、既に以下のことが明らか
となる。それは、＜神の法廷における辯明＞という理念と、＜科学・技術的文明の成立史、並びに
その現実の過程＞が互いに結び付けられている縺れ合いが如何に根深く見通しがたい
（ hintergründig ） も の で あ る か と い う こ と で あ る 。 も し 人 間 の 精 神 が 、 ＜ 神 の 似 像
（Gottebenbildlichkeit）論＞に依拠して、あらゆる辯明（Verantwortung）の最終法廷の絶対的全権を
要求しなかったならば―恰も創造主に備わる司法上の強権を所有しているかの如く、自然の彼岸
の立場から、自然を意のままにするような―かの主体は形成されえなかったことであろう」
（RG,
203）。「近世の原則とはフランシス・ベーコン以来、今日に至る迄、＜知は力なり＞である。〔…〕
この命題は、〔…〕近世初頭に、神に対する 辯明（Verantwortung）が―最高の裁判官が有する至
高の裁判権を要求することが自分にとって正当な事柄であると感ずるところの―理性の自己責
任に解釈し直されることを前提している。これにより、その直截的な帰結として、＜…に対する責
任＞の及ぶ場が、人間の理性が好きなように意のままになしうる支配領域に変ずるということが生
ずる。我々がその中に生きている世界の真理は、人間の理性の司法的な決定に何らの制限をも対置
させない。
〔カントによれば、〕証人〔である自然〕は、自律的な理性が自己固有の立法に従って案
出した問にのみ答えることが許されている〔からである〕。真理の原理はもはや自然（ Physis）にで
はなく、人間の意志の中に存している」（RG, 212）。
7 Vgl. 「ところがもし人が、人類そのものが持つ全世界への力と支配を革新し、伸張することに努
めるとしたならば、疑いもなくその野心こそは〔…〕、より健全であり、より高貴である。然るに
事物に対する人間の支配は、ただ諸技術と諸学〔知識〕の中にある（Hominis autem imperium in res,
in solis artibus et scientiis）。自然は、これに従うことなくしては、命令されないからである（Naturae
enim non imperatur, nisi parendo）」（Francis Bacon, Novum Organum [=NO], reprinted in: The Works of Francis
Bacon, vol.1, collected and edited by J. Spedding et al., New York (Garrett Press), 1968, p. 222）。
6
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ない〔からである〕。そしてそれ故にこの点において、異教の（heathen）考え方は〔基督教の〕
聖なる真理と異なる。何故なら彼ら〔異教の者〕は、世界を＜神の似像＞と見なし、また人間を
＜世界の抽出物（extract）、ないしは世界の縮約的な（compendious）似像＞と見なしたからである。
だが聖書は、＜神の似像＞であるといったような、かの栄誉を世界に帰属させることを決して許
．．．．．．．．．
さず、ただ神の御手になる作品〔という栄誉〕のみを〔世界に帰属させることを〕許すのである。
また聖書は人間以外の他の＜神の似像＞について語らない 8。

一読して明らかである如く、ここでベーコンは基督教の教義の特色として、「世界」（つま
り他のあらゆる被造物）が単なる「神の作品」に止まるのに対して、独り人間のみが「神
の似像」であると目される点を挙げている。そして更に彼は以下のように関説する。
仮にひとが、学〔知識〕と技術が邪悪な行為（malitia）や奢侈（luxria）やそれに類するものへと
堕すること（depravatio）〔の可能性を以てして、学や技術〕を非難したとしても、それは何人を
も動揺させまい。〔…〕 人類が―神の御恵与の故に人類に相応しいものであるところの―自
然に対する自己自身の権限を奪還し、また〔この権限を行使する〕能力（copia）が彼に与えられ
るのでさえあれば、事実、正しき理性と健全なる信仰心（religio）が〔学と技術による自然の〕利
用（usus）を嚮導していくことであろう 9 。

この件から我々は、＜「人類（genus humanum）」が行う自然の開発は、偏に「神の御恵与
（dotatio divina）」―すなわち神がその似像たる人類に（元来は神ならではの）自然支配
の「権限（jus）」を賦与し給うこと―に基づく＞というベーコンの見解を看て取ること
ができよう。大略かくの如き仕方で彼は、人間の自然利用に対し、その然るべき根拠を与
えんとするのである。
だがこれにより我々は無論、ピヒトの如上のテーゼに関して、＜「神の似像」なる人間
観＞と＜科学技術による人間の自然支配の思想的正当化＞との連関を 確認したにすぎぬ。
では当該テーゼにおける今一つのモチーフ―つまり＜「神の似像」という人間の理念を
介して、責任概念が「（最後の審判の際の）神に対する辯明」から「人間的主体の自己責任」
へ転換する＞といった主張―に関してはどうか。残念ながら管見の及ぶ所を以てしては、
右の転換と「神の似像」との関係を明白に裏付ける文献は見出されない。とはいえ、この
自己責任なる概念の形成（別言すれば、神から人間的主体への＜責任の最終審級＞の移行）
の記録ということであれば、我々はこれを如実に例示しうるように思われる。その顕著な
る一例は、I. カントである。
前批判期の講義の一つ、『倫理学に関するカントの講義』 10（以下『倫理学講義』と略記
F. Bacon, The Advancement of Learning, reprinted in: The Works of Francis Bacon, vol.3, p. 349f.
NO, 222f.
10 メンツァーの推定によれば、カントが本講義を行った時期は、1775 年から 80 年迄の間であると
思しい（vgl. Paul Menzer, Einleitung, in: Immanuel Kant, Eine Vorlesung über Ethik [=VE], hrsg. P. Menzer,
Berlin （Pan Verlag Rolf Heise）, 1924, S. 326.）。なおこの講義録に関しては以下の版も参照した。I. Kant,
Eine Vorlesung über Ethik, hrsg. v. G. Gerhardt, Frankfurt am Main (Fischer Taschenbuch), 1990.
8
9
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する）の中 で、 A. G. バウム ガルテン の著述 11 に註 しつつ、カ ントは「 帰責 （imputatio;
Zurechnung）」
（すなわちその定義に従えば、
「或る行為（但し人格の自由から生じた限りで
のそれ）に関して、何らかの実践的法則に鑑みて行われる判断」 12 ）について縷説してい
る。そしてこの帰責論において、彼は「良心（Gewissen）」に関説し、それを「我々〔自身〕
の行為について判断し、裁きを下す〔我々の〕本能」 13 と規定する。これによりカントが
強調せんとするのは―「我々の内部にある何か」 14 でありながら「我々〔自身〕の行為
に関して判断すべく、我々を強いるもの」 15 であり、加之屡々「我々の恣意に抗って我々
〔自身〕を裁く」 16 ものである―良心の「不随意的な（unwillkürlich）」性格に他ならぬ。
そして（唯に前批判期のみならず、後の批判期においても尚堅持される）カントの見解に
よれば、かかる不偏不党の特質の故にこそ、良心は「〔我々〕人間の諸思念が互いに互いを
それに対して（vor）告訴し、辯明し合うところの＜人間における内的法廷の意識＞」 17 た
りうるのである。
我々はこうした「良心の法廷（Forum conscientiae）」 18 の中に、前述した自己責任なる事
態―つまり己が良心（ということはつまり自己自身）に対する、自己自身（の行為）に
関する人間的主体の辯明（乃至は責任）―を容易に認めうるであろう。だがカントにと
って、責任の審級たる良心は、唯に「我々の内部にある何か」にのみ止まるものではない。
それを端的に示しているのは、『倫理学講義』における次の一文である。「良心は神の法廷
（das Forum divinum）の代行者（Repräsentant）である」19 。人間的主体の内面にして＜「最
後の審判」を行う神＞の代理である良心―このような良心の両義性は、後年の『人倫の
形而上学』においても又、以下の如き仕方で叙述されている。すなわち一方では、良心は
あくまでも「理性が己自身の為に創造するところの専ら理想的な（idealisch）人格」 20 に他
ならぬ。しかしながら他方においてカントは又こう付言する。
「かかる理想的人格（すなわ
ち 全 権 を 与 え ら れ た 良 心 の 裁 判 官 ） は 、 ＜ 人 の 心 を 具 に 知 り 給 う 神 の 如 き 者 （ ein
Herzenskündiger）＞でなければならぬ」 21 。かくて『人倫の形而上学』では、良心は―右
の二側面に鑑みて―「自らの行為の故に、神に対して果たされるべき責任の主観的原理」
すなわちそれは、
『第一実践哲学の初歩（Initia philosophiae practicae primae）』
（1760 年）と 『哲学的倫
理学（Ethica philosophica）』（1740 年）という二つの著作である（vgl. ibid.）。
12 VE, 69.
13 VE, 83.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 I. Kant, Die Metaphysik der Sitten [=MS], in: Kants Werke. Akademie-Textausgabe, Bd. 6, hrsg. v. der Königlich
Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin / New York (Walt er de Gruyter), 1968, S. 438.
18 VE, 82.
19 VE, 84.
20 MS, 439.
21 Ibid. なお<Herzenskündiger>に註して、山本はいみじくも次のように述べている。
「〔カントの〕
『宗
教論』においても多用されるこの神表象は、言うまでもなくキリスト教起源のものである。「すべ
て人の心をご存じである主よ καρδιογνώστα πάντων」使徒言行録 1 章 24 節、
「人の心をお見通し
になる神 ὁ καρδιογνώστης θεὸς」同、15 章 8 節」（山本精一、「責任について」、京都ヘーゲル讀
書會編、
『ヘーゲル學報』第七號、未刊）。本論考並びにその補遺「応答」
（同じく前掲書所収予定）
は、拙稿を執筆する上で裨益するところ大であった。未発表の玉論を御恵投下さった山本先生に対
し、ここに特筆して深謝申し上げる次第である。
11
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22 と規定されるのである。

『倫理学講義』から『人倫の形而上学』にかけてカントが繰り返し説いて倦まぬ良心の
如上の両義性は、今や責任の審級が神から人間的主体に転じつつある事態の到来を告げる
ものとして解せられよう。以上、甚だ粗笨なる仕方においてではあるが、我々はカントの
帰責論（就中その良心論）に即して、「（最後の審判における）神に対する辯明」より「自
己責任」の概念が生じ来たり、
「それによって良心は内面化された神であり、そして道徳的
責任は世俗化された宗教的責任である」 23 ことになる近代の新局面を確認した。とはいえ
ピヒトが強調するように、責任概念は徹頭徹尾「終末論的な（eschatologisch）概念」24 であ
るとすれば、たとえかくの如く「自己責任」へと変貌を遂げるに至ったにせよ、それは何
らかの仕方において尚もその終末論的な要素を保持している筈である。仮にそうであると
するならば、
「自己責任」概念における終末論的性格とは、一体如何なるものとして考えら
れうるであろうか。この点を詳らかにする上で有力な手がかりになると思われる件を『倫
理学講義』から引くことにしよう。すなわちカントは先述の「内的法廷」と「神の法廷」
との関係について、次のように論じている。
この内的法廷（Forum internum）を我々は同時に又、神の法廷と結び付ける。何となれば今生（dieses
Leben）では、我々の所為は神的法廷に対して、良心による（per conscientiam）〔という方途〕以
外には、〔我々の〕責めに帰せらるること能わぬ為である。従って内的法廷は今生においては神
の法廷である 25 。

卑見によれば、右の一節の眼目は、本来世の終わりに際して我 々に下されるべき神的法廷
の審判は、
（未だその時ならぬ）目下の我々の生にあっては、我々自身の良心（つまり内的
法廷）によって代行されるという点にある。さてここで留意すべきは、かかる代行により
（ということはつまり、己が良心に対する責任たる「自己責任」においては）如上の「最
後の審判」は最早（所謂黙示文学によって語られるが如き）何時か遠い未来にありうべき
世界史上の出来事の謂ではないということである。寧ろ今やそれが意味するものは、＜今
ここにおける自分自身の有り様を良心に照らして吟味しつつ、これをその都度自覚的に引
き受けんとする生の様態＞―後年のカント自身の表現を援用するならば、
「〔自らがなす〕
あらゆる行為を〔己自身の〕責めに帰することが可能であること（Zurechnungsfähigkeit）
を我々に自覚させてくれる唯一のもの」 26 であるところの「道徳法則に対する尊敬の感受
性」 27 を絶えず研ぎ澄ませながら生きていくこと ―に他ならぬ。かく考えるならば、件
の「 自己 責任 」 にお ける 終末 論 的特 質と は畢 竟 、 辯 証法 神学 の所 謂「 現在 終 末論 （die
präsentische Eschatologie）」のそれであると言いうるであろう。
MS, 439.（下線による強調は安部による。以下同様）。
Kurt Bayertz, Eine kurze Geschichte der Herkunft der Verantwortung [=GHV], in: Verantwortung ― Prinzip
oder Problem?, hrsg. v. K. Bayertz, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1995, S. 18.
24 註 3 を参照されたし。
25 VE, 82f.
26 I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Kants Werke. Akademie-Textausgabe, Bd. 6, S. 26.
27 A. a. O., S. 27.
22
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以上我々は「責任から科学技術へ」というピヒトのテーゼの内実を 闡明し、その傍証を
ベーコンとカントに求めることを試みた。このピヒトのテーゼを敷衍するならば、
「自己責
任」はカントを始めとする近代の哲学者の責任観を根本的に規定した概念であることにな
る。しかしながら卑見では、右の概念による呪縛の強固たるや、その影響力は近代を遙か
に超えて、現代の哲学にも及ぶ程である。このことを示すべく、次節では、如上の責任概
．
念が実のところ、近代の人間中心主義的な思想とは対蹠的な立場にあると通常目される後
．．．．．．．．．．
期ハイデガーの技術論 の根底にすら―その自己存在論を介して―伏在していること、
換言すれば、そうした「自己責任」なる責任観こそが正に彼の技術論における或る特異な
問題意識の形成に大いに寄与していることについて論ずることにしよう（なおその際、ハ
イデガーの技術論としては、一般にその方面における主要論文と目される「技術への問」
を取り上げる所存である）。

2. 人間の「本質」の救済 ―ハイデガーの技術論の隠された主題
論文「技術への問」 28 において問題にされる事柄が、技術というよりは寧ろ「技術の本
質（Wesen）」であることは、凡そ衆目の一致するところであろ う 29 。ではこの「技術の本
質」とはいかなるものであるのか。ハイデガーはこれを差し当たり＜存在者を「露出させ
ること（Entbergen）」（別言すれば＜現出せしめること＞）の一種＞として規定する 30 。だ
が技術の本質に関する右の規定を以てして、（過去の技術とは甚だ径庭のある）今日の科
学技術の特異性は果たして十全に理解されうるのであろうか。周知のようにハイデガーは
この問に然りと答え 31 、現代のテクノロジーを統べるところの＜露出させること＞を「挑
発すること（Herausfordern）」―或る一定の有用性に対して「用立てる（bestellen）」べく、
存在者を不断に「立てる」 32 （つまり顕現させる）こと―として捉える。かくて彼の見
るところでは、そのような「立てる（stellen）」作用―これにより、存在者は専ら「用象
（Bestand）」（つまり「〔或る一定の目的に向けて然るべく用立てられる為に〕直ちに（auf
der Stelle）その場で（zur Stelle）立つべく、しかもそれ自身が〔今度は他のものの〕更な
Martin Heidegger, Die Frage nach der Technik [=FT], in: Vorträge und Aufsätze, Pfullingen (Neske), 1954.
．．
Vgl. 「我々は技術 を問い、それにより〔「不自由な仕方で技術に縛りつけられたままである」
（FT,
9）目下の苦境を脱した〕技術への自由な関係を準備することにしたい。この〔技術への〕関係が
自由であるのは、それが我々の現存在を技術の本質に対して開く時である。我々が技術の本質に応
答するならば、その時我々は技術的なるものをその限界において経験することができる」（FT, 9）。
無論ハイデガーの後期哲学においては、<Wesen>なる語は（名詞としての通常の語義に加えて）動
名詞の意味合いをも兼ね備えている点には注意を要する。すなわち一般に「本質」が恒常不変なる
ものとして超時間的な仕方で存在すると目されるのに対し、後期ハイデガーの所謂 <Wesen>とは、
未だそれが達せられておらぬ状態を脱して―しかもその現実化を妨げんとする反対動向に絶え
ず抗しつつ―成就せらるべき＜もののあるべき有り様＞の謂であると思しい。
30 Vgl. 「技術は、露出させること〔…〕が生起する領域〔…〕において本質現成する（wesen）
」
（FT,
17）。
31 Vgl. 「現代の技術とは何か。それもまた一つの＜露出させること＞である。我々がこの〔技術の〕
根本動向に眼差しを留まらせる時に初めて、現代の技術の新奇なる面が我々に示される」
（ FT, 18）。
32 この「立てる（stellen）
」という語の釈義については註 34 を参照されたし。
28
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る用立てにとって用立て可能であるように立つべく用立てられている」 33 もの）として露
わにされ、そしてそれと共に現代の技術的世界は、かかる用象同士の（有用性を介した）
無窮の目的論的な連鎖として成立することになるわけであるが―の集合体（ge-）である
「組み立て（Ge-stell）」 34 こそが、今日の科学技術の「本質」に他ならぬ。
さてここで注意を要するのは、かくテクノロジーの基底をなしている如上の「用立てる」
働きは「搾取という仕方で遂行される人間の仕業（Machenschaft）ではない」 35 ということ
である。というのも人間はそれ自らが既にして、当の働きによって用立てられているとこ
ろの「用象」の一つ（しかもその最たるもの）にすぎぬからである。ではこの作用は一体
何処に由来するのか。夙に知られているように、ハイデガーはその淵源を「歴運（Geschick）」
―存在が或る時代の人間に対し、＜その時代において彼らが遂行する存在者との関わり
の一切を根本的に規定し、ひいては当該時代を他のそれから画するに至る一定の存在理解
＞を「運び届ける（schicken）」作用の集中態（ge-）―に求める 36 。従ってこの考え方に
FT, 20.
諸賢には旧聞に属する事柄であろうが、<Ge-stell>に対しては、この「組み立て」（西谷啓治訳）
のみならず「巨大‐収奪機構」（渡邊二郎訳）という訳語を充てることもまた可能である。そして
渡邊は、後者の訳語こそが至当であることをこう説いている。
「ここで言われる『stellen』というド
イツ語は、とくに狩猟の際などに、猟犬が、野獣を追いつめて、『立ちすくませ、こうして自分の
支配下に置くこと（zum Sthenbleiben zwingen und dadurch in seine Gewalt bekommen ）』（Wahrig, Duden
などのドイツ語辞典を参照）という特有の意味合いで用いられる言葉であり、ハイデッガーがその
語義を活かして、近代技術が自然を追いつめて収奪すると述べていることが重要である。このこと
を見失うと、ハイデッガーの主張は正しくは理解されないであろう。〔…〕その〔<stellen>という〕
語は、いわゆる通常の「立てる」という意味合いで使われているのではないことに注意すべきであ
る。したがって、技術の本質を表す〔…〕ハイデッガーの著名な術語である「Ge-stell」を、たとえ
ば、「組み立て」などといった具合に訳すのは、誤訳である。むしろそれは、「Ge-〔取り集められ
た巨大な〕-stell〔収奪機構〕」のことなのである」（渡邊二郎、「歴史的現代の特徴づけとしての技
術時代について ―特にヤスパースとハイデッガーの所説の対比を念頭において」、京都ヘーゲル
讀書會編、『ヘーゲル學報』第六號、2008 年、95 頁）。
渡邊の如上の主張を要するに、<Ge-stell>を「組み立て」と訳すことが「誤訳」であるのは偏に、
<stellen>に「立てる」という訳語を充てることが不適当である為である。だが果たしてそうであろ
うか。
まずハイデガーの所謂<stellen>は―それが「立ちすくませ、こうして自分の支配下に置くこと」
という意味合いをも含んでいることは確かであるが―何よりもまず、＜露出させること
（Entbergen）＞の謂に他ならぬことを確認しよう。次いで現代日本語の「立てる」から、その濫觴
をなす古語「タツ」（下二段活用）にまで遡るならば、後者の原義は「自然的な現象について、上
方に向う運動をおこさせ、姿をあらわに目立たせる」こと、或いは「行為や現象の度合いを高めて、
周囲にはっきり目立たせる」ことにあると考えられる（大野晋、佐竹昭広、前田金五郎編、『岩波
古語辞典』、東京（岩波書店）、1974 年、790 頁に見える当該項目の解説を参照のこと）。事実今日
でも―「物音を立てる」とか「風立ちぬ」という場合には―「立てる」とは＜それ迄は隠れて
いて目に付かなかった何かを顕現させ、目立たせること＞、又「立つ」とは＜何かがそれとして立
ち現れてくること＞の意に他ならぬ。かくてこの「タツ」
（或いは今述べた意味における「立てる」）
が指す事柄は、<Entbergen>なる語を以てしてハイデガーが言い表さんとする「技術の本質」に極
めて良く対応していることは、最早贅言を要せぬであろう。拙論が「組み立て」という訳を敢えて
採択する所以は、正しくこの点にある。
35 M. Heidegger, Gesamtausgabe [=Ga] Bd. 79, Frankfurt am Main (Vittorio Klostermann), 1994, S. 29. 以下こ
のクロスターマン社版ハイデガー全集から引用を行う際には、如上の略号に続き、巻と頁の番号の
みを記すことにする。
36 Vgl. 「現代の技術の本質〔すなわち「組み立て」
〕は、人間をかの＜露出させること＞〔＝「用
立てること」〕の道へと齎す。現実的なものは、この＜露出させること＞によって、至る所におい
て、また多かれ少なかれはっきりと認められる仕方で用象になるのである。或る道へと齎すこと
33
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よれば、
（存在者を「用象」として「立てる」作用の集まりたる）先述の「組み立て」もま
たそれ自体、存在の「歴運」の一種であり、そしてその限りに おいてそれはあくまでも（存
在と人間を互いに共属せしめると共に、両者の各をしてその「固有の自性（Eigenheit）」に
おいて「 生起 する （ sich ereignen）」 ことを 可能な らしめる 働き である ところ の ）「 性起
（Ereignis）」の現象形態の一つに他ならぬことになろう 37 。事実「技術への問」における以
下の件は、この点を端的に述べたものとして解せられる。
正に＜組み立て＞においてこそ―それは見かけ上＜露出させること＞の唯一の仕方として、
人間を＜用立てること＞へと引き攫わずにはおかず、そしてそのようにして人 間をその自由な
本質の放棄という危険へと突き落とすのであるが―すなわち正にこの極度の危険においてこ
そ、＜〔人間にその本質を〕授けるもの＞（das Gewährende）
〔すなわち性起〕に人間が最も内的
にして不壊なる仕方で帰属していることが前面に現れるのである。但しそれは、我々が応分の
範囲で（an unserem Teil）技術の本質に注意を向けることを開始するならばの話である 38。

しかしながら卑見によれば、右の一節（殊にその最後の一文）には更にもう一つ、「技術
への問」の主旨に関する極めて重要な主張が認められる。つまりそれは、＜抑々この「技
．．
術への問」が（先述の如く）
「技術の本質 」なる主題へ殊更に「注意を向ける」所以は偏に、
「組み立て」の中にも尚（我々人間にその「自由な本質」を「授けるもの」である）
「性起」
に我々が元来帰属している事態を看取しうること―別言すれば、今日の技術的世界にお
いて人間は、「組み立て」
（ということはつまり存在）によって「要求されており、呼びか
けられている者としての自己自身」 39 を見出し、以て「何処においても最早自己自身、す
なわち自らの本質に出会うことがない」 40 という目下の苦境を脱する可能性を有している
こと―を示すことにある＞という主張なのである。
そして今述べたことに鑑みるならば、（唯に「技術への問」のみならず）ハイデガーの
技術論全般をその根底において秘かに嚮導し続けていると思しいモチーフが如何なるもの
であるかということもまた今や顕然となる。すなわち彼がその技術論において一貫して問
題にせんとしている現代の危機的な状況とは、人類の絶滅可能性などではない。寧ろそれ
は「＜人間が殊更にそれであることが未だ嘗て可能でなかったところの者＞になるという
ことが〔今尚、当の〕人間〔自身〕には拒まれていること」 41 、或いは「人間は〔…〕自

―このことは、我々の言語では＜運び届ける（schicken）＞と言う。人間を初めて＜露出させる
こと＞の道へと齎すところの、かの＜集めつつ運び届ける働き＞を我々は歴運と名付ける」
（ FT, 28）。
37 Vgl. 「かの〔＜組み立て＞の〕挑発の暴力の中には、すなわち現代技術の無制約的な本質支配の
中には、
〔天地神人の四者を取り纏めて相互に共属せしめるところの〕一端に留まらぬ（un-endlich）
関わりの全体が、そこから、またそれによって〔天地神人という〕四重のものへと自らを合わせる
（fügen）ところの適合（Fuge）を取り仕切るもの（das Verfügende）〔すなわち性起〕が統べている
のやもしれぬ」（Ga4, 179）。「組み立ては、謂わば性起の陰画である」（Ga15, 366）。
38 FT, 36.
39 FT, 31.
40 Ibid.
41 Ga11, 158.
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らの最も固有なものを否み、放擲してしまっている」 42 ことに他ならぬ。かくてハイデガ
ーは言う。「故に肝要なのは、人間のこの本質を救い出すことである」 43 。人間の「本質」
の救済―これこそが正に、彼の技術論の隠された主題なのである。

3. 人間の「本質」としての自己存在
ではハイデガーの見るところ、人間の「本質」
（そのあるべき有り様）とはいかなるもの
であるか。端的に答えるならば、それは現存在である 44 。そしてハイデガー曰く、この
「現・存在（Da-sein）とは、無の中へと保たれていること（die Hineingehaltenheit in das
Nichts）の謂である」45 。これは一体どういうことであるのか。それを説明する為には、「不
安（Angst）」に関する彼の分析に些か言及しておく必要がある。
ハイデガーによれば、不安とは、世界の「有意義性（Bedeutsamkeit）」連関の機能が停止
し、存在者との交渉が一切不可能になることで、「あらゆる事物と我々自身が無関心へと
沈む」 46 ―そしてそれにより「我々自身、すなわちこの存在している人間が、存在者の
直中において我々から〔他の物と〕共に滑落する」 47 ―ような事態である。この時（そ
．
のような不安の対象であるところの）
「無」が、一方では＜いかなる意味でも存在者ではな
．
い もの＞として自らを存在者から（ab-）区別し、存在者を拒みつつ、同時に又他方におい
．．
て、存在者を＜いかなる意味においても「無」では ない もの＞（つまり無いのではなくて
在るもの）として指し示す（weisen）ことが起こる。かくて「無」は＜存在者全体に対す
る「拒示的な（abweisend）」働き＞そのものとして現れることになる（但しそうであるか
らと言って、その際に「無」がそれ自身を完全に露にする訳ではないということには注意
を要する。というのも存在者を「拒示的」に開示することと引き換えに、「無」はそれ自
体、直ちにこの存在者の現れの陰に我が身を隠してしまうからである 48 ）。周知の通り、
ハイデガーはこの事態を称して、＜「無」が無化する（Das Nichts nichtet.）＞―つまり
「無」がその本質に適った仕方で正に「無」として現前すること―と言う。
前述の「無の中へと保たれていること」とは、このような不安の経験において「誰とも
言いようのない者（einer）」49 と化した我々が、今述べた如き＜「無」の無化＞という事態
42
43

Ga16, 529.
Ibid.

．．．
Vgl. 「〔…〕存在の問と、この問を展開することは正に、 現存在 〔としての人間〕の解釈（eine
Interpretation das [sic] Daseins）、すなわち人間の本質を〔現存在として〕規定することを前提しており
ます。そして私の思索の根本的思想とはまさしく、存在ないしは存在の顕現（Offenbarkeit）は、人
．．．
間を要する（brauchen）ということ、そしてまた逆に人間は、ただ存在の顕現の中に立つ限りにおい
てのみ人間であるということなのであります」（Ga16, 703f.）。
45 Ga9, 115.
46 Ga9, 111.
47 Ga9, 112.
48 Vgl. 「我々があちこちと駆け回り、存在者の方を向けば向くほど、
〔…〕それだけ一層我々は「無」
から背いてしまう」（Ga9, 116）。
49 Vgl. 「 不 安 の 中 で は 、 誰 に と っ て と い う こ と も な く 無 気 味 で あ る （ In der Angst ist es einem
unheimlich.）」（Ga9, 111）。
44

31

責任から科学技術へ（安部浩）
ⓒ Heidegger-Forum vol.7 2013

に巻き込まれつつ、「無」の「拒示的」な働きに対して敢然と身を曝し続けることを通し
て、「無」をしてそれが無化するが儘にあらしめることである （我々のかかるあり方は、
「無の場を保つ者（Platzhalter des Nichts）」 50 とも形容される）。
だがハイデガーにとっては実のところ、この「無」とは―「全く存在者ではないもの」
．
51
として―「すなわち存在」52 の謂に他ならぬ 53 。それ故に彼が屡々、「無 の場を保つ者」
．．
としての我々の如上のあり方を更に「存在 の牧人（Hirt des Seins）」と定式化し直すことに
ついては、今更絮説の要はあるまい 54 。そこで次に我々は、この「存在の牧人」なる規定
の内実を闡明する必要がある。そしてその際に解明の手がかりとなるのは、以下の件であ
る。
人間は寧ろ、存在そのものによって、存在の真理の中へ『投げられて』しまっている。そしてそ
れは、人間がそのような仕方で脱存しつつ（ek-sistierend）、存在の真理（die Wahrheit des Seins）
を見守る（hüten）為であり、そのことによって、存在の光の中で、存在者が、それがそれである
ところの存在者として現れる為なのである。〔…〕人間は脱存する者として、存在の真理を見守
らねばならぬ。人間は存在の牧人である 55。

「存在の真理」を見守るべく「脱存（Ek-sistenz）」する者。右の引用文を要するに、これ
が「存在の牧人」に対してハイデガーが与える説明である。さすれば「無」が「存在」の
異名であることに鑑み、不安における「無」や「無の場を保つ者」に関して前述したこと
を踏まえた上で、我々はこの説明を次の如く敷衍しうるであろう。まず「存在の真理」と
は、＜1. 存在が自らを露わにし（これは先に言われた「無」の無化に対応するであろう）、
2. それと共に存在者全体が開示されることで（これは「無」による存在者全体の「拒示」
に相当する）、3. 当の存在の顕現は、この存在者全体の開示の背後に退いてしまう（すな
わち存在者の「拒示」と同時に生ずる、かの「無」の隠れに比すべきもの）＞といった事
態を指すものとして解せられる。そして「脱存」とは―丁度上述の「無の場を保つ者」
が、
「無」の無化と存在者全体の開示が共に同時に生起する場に身を置く者であったように
―我々が如上の「存在の真理の中へと〔赴き〕、＜〔存在と存在者全体との〕分離に向か
Ga9, 118.
Ga9, 418.
52 Ibid.
53 Vgl. 「
〔私が〕以前に書いたもの（『形而上学とは何か』、1929 年）は、人間が存在の＜要求的な
話しかけ（Anspruch）＞に呼応し、そしてそれにより存在のその都度の顕現に対し、これを見守る
為の場を準備しておく事態を以下の如き言を以て特徴づけております。曰く『人間は＜無の場を保
つ者＞である』。
〔…〕ここで述べられている「無」とは、＜存在者という観点から見れば、何らか
の存在するものでは決してなく、従って「無」で「ある」ようなもの、しかしそれにも拘わらず存
在者を存在者として規定し、それ故に存在と名づけられるところのかのもの＞を意味しておりま
す」（Ga11, 160）。
50
51

あるじ

Vgl. 「＜人間は「無の場を保つ者」なり＞と＜人間は「存在の（ 主 ではなくして）牧人」なり
＞（「ヒューマニズムに関する書簡」、1947 年）は同一のことを言っている」
（Ibid.）。
「〔存在の番（Hut）
にあたる〕牧人は、ただ無の場を保つ者であり続ける限りにおいてのみ、存在の牧人となりうる」
（Ga5, 348）。
55 Ga9, 330f.
54
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って出て立つこと＞（Hin-aus-stehen）」 56 の謂であると考えられる。従って約めて言えば、
「存在の牧人」とは、存在の顕現、及びその自己隠蔽と引き換えに生ずる存在者全体の出
来という一連の出来事（「存在の真理」）が生ずる場に我々が敢えて出で立ち（「脱存」）、か
かる尋常ならざる事態の「切迫に耐えつつ、その場に内在して立つこと （Inständigkeit）」
を指すものなのである。
以上、ハイデガーの所説によれば、人間の「本質」とは現存在であり、現存在とは「無
の場を保つ者」であるということであり、「無の場を保つ者」であることは「存在の牧人」
であるということであり、そして「存在の牧人」であることは「存在の真理」が生起する
場の「切迫に堪えつつ、そこに内在して立つこと」であることを見た。さてここで特筆大
書すべきは、ハイデガーは、正に今述べた「切迫に堪えて内在して立つ」あり方を我々の
「自己存在」として考えていることである 57 。かくてハイデガーにとって、人間の「本質」
とはその「自己存在」に他ならぬ。そしてこのことはまた―抑々人間の「本質」の救済
こそがハイデガーの技術論の深層にある根本的なモチーフであったことを今一度想起する
ならば―彼の技術論は畢竟（レーヴィットの所謂「偽装された神学（versteckte Theologie）」
ならぬ）「偽装された自己存在論」であることを示しているのである。

4. ハイデガー−ヴァイシェーデルの責任論
しかしながら「切迫に堪えて内在すること」という如上のあり方がこのように「自己存
在」と呼ばれることはそれ自体、いかなる仕方において正当化されうるのであろうか。こ
の点を詳らかにする為には、ハイデガーの言う「自己存在」
（「最も固有な自己」）が意味す
るところを闡明する必要があろう。そこで以下、ハイデガーの自己存在論と彼の責任 観と
の連関に留意しつつ、右の課題を遂行することにしたい。
とはいえこのような試みに対しては無論、
「 そもそもハイデガーに責任論なるものは存在
しないのではないか」といった反論が容易に予想される。たしかにこれまでに公刊されて
いるハイデガーの著作には、責任を主題とする論考は（管見の及ぶ限りでは）一篇たりと
て認められない。従ってこの小論においても、
「たとえ非主題的なものであれ、ハイデガー
には責任論が実際に存在している」といった牽強付会な主張を展開するつもりは毛頭ない。
寧ろ以下の議論の狙いはあくまでも、ハイデガーの責任観は（これと密接な関わりを有す
Ga9, 326. なおこの<Hin-aus-stehen>なる表現に付されたハイデガーの註解を併せて参照されたし。
「『越え出て（>Hinaus<）』
〔という表現に関して〕。
〔「無」の無化のような、存在の〕区別の〔働き
による、存在と存在者との〕相互分離（Auseinander）の、その＜分離＞（das Aus）
（すなわち現（das
Da））の中へ向かうこと。〔何かしら〕或る内部から〔その外部へ〕『越え出て』〔行くこと〕では
ない」（Ibid.）。
57 Vgl. 「自己存在とは現・存在（Da-sein）の本質現成（Wesung）であり、そして人間の自己存在は、
＜現・存在の切迫に耐えつつ、その現・存在に内在して立つこと＞（Inständigkeit im Da-sein）から
初めて遂行される」（Ga65, 319）。「自己性とはすなわち、＜本質現成している存在の真理の切迫に
耐えつつ、その真理に内在して立つこと＞（Inständigkeit in der Wahrheit des Seyns）、或いは存在への
『関わり』の謂である」（Ga66, 138）。
56
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る）その自己存在論と共に、彼の弟子であった W. ヴァイシェーデルの責任論に甚大な影
響を及ぼしていることを明らかにした上で、ハイデガーの責任観をヴァイシェーデルの責
任論に近似したものと見倣し、以て後者に基づいて前者の真意を忖度していくところにあ
ることを予め述べておきたい。
初めに―『存在と時間』に散見する限りでの―ハイデガーの責任観の一端がいかな
るものであるかを簡単に確認しておこう。卑見によれば、それは畢竟、次の二点に約言さ
れうる―1. 非本来的な実存様態にある現存在は、真の 意味では責任を有しえぬこと 58 、
そしてそれ故に 2. 「責任を持つこと」が可能である為には、我々は何よりもまず、真に
自己自身としてある在り方において（すなわち「本来的実存」として）存在し、以て「良
心を持とうと意志すること」と「最も固有な自己をして自らの中で活動せしめること」の
二要件を満たさねばならぬこと 59 。それでは（「責任を持つこと」の可能性の制約たる）こ
の二つの条件は各、一体何を意味しているのであろうか。
まず「良心を持とうと意志すること」とは、差し当たり大抵は＜ひと＞として存在して
いる我々が、自らの良心の「呼び出し（Aufruf）」に応じて、＜その呼び声が我々をそこへ
と「呼び戻すこと（Rückruf）」を企図するところのあり方＞に立ち帰らんとすることを意
味する。そしてその際、我々がかく回帰することを目指す「目標点（das Wohin）」は、抑々
この良心の呼び声が発せられる「起点（das Woher）」―すなわち当の回帰を促すべく、
我々に向かって「呼ばわる者（Rufer）」としてのあり方―に他ならぬ 60 。しかもハイデガ
ーによれば、それは「不気味さにおいて自己自身へと単独化され、無の中に投げ入れられ
た自己」 61 としての―ということはつまり、不安の直中にあって自らの「固有な現存在
をその単独化の不気味さにおいて開示する」 62 ような＜我々の「最も固有な（eigenst）自
己における自己理解」 63 ＞に基づいた―我々自身のあり方である。だが、かかる「最も

Vgl. 「＜ひと＞（das Man）は至る所に居合わせているわけであるが、とはいえそれは、現存在が
〔＜ひと＞に〕決断を迫る際に、＜ひと＞は何しろ必ずいつも密かに逃亡してしまっているといっ
た仕方でなされるのである。だが＜ひと＞は、〔いかに〕判断し、決断する〔と良いかという〕こ
とを全て、〔現存在に対して、その行動指針として〕予め与えておくが故に、＜ひと＞は、＜〔何
かに対して〕責任を持つこと＞（Verantwortlichkeit）をその時々の現存在から免除している。＜ひ
と＞は謂わば、
「世の人々」
（>>man<<）が絶えず＜ひと＞を拠り所にする〔ように仕向ける〕といっ
た芸当をやってのけることが許されているのである。＜ひと＞はあらゆる事柄に対して、誰よりも
容 易 く 責 任 を 担 う （ verantworten ） こ と が で き る 。 何 故 な ら 誰 も が 、 何 か 或 る 事 柄 を 請 け 合 う
（einstehen）必要のある者ではないからである」（M. Heidegger, Sein und Zeit [=SZ], Tübingen (Max
Niemeyer), 2001, S. 127.）。
．．．．．．．．．．．．．
．．． ．．．． ．．．．．
59 Vgl. 「良心を持とうと意志すること（Das Gewissen-haben-wollen）は寧ろ 、事実的な ＜責めを負う
．．．．．．．
．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．
ようになること ＞（Schuldigwerden）の可能性にとっては 、最も根源的な実存的前提である 。呼び
．．．．
声を理解しつつ、現存在は、その選択された存在可能に基づいて、最も固有な自己をして自らの中
．．．．．．．
．．．．
で活動せしめる 。ただそのようにしてのみ、現存在は責任を持って（verantwortlich）存在する こと
ができるのである」（SZ, 288）。
60 Vgl. 「＜…へと呼び進めること＞（Vorrufen auf）における呼ぶこと〔の働きが、そこから発せら
れるところ〕の起点は、呼び戻すこと〔が我々をそこへと連れ帰すことを目指しているところ〕の
目標点である」（SZ, 280）。
61 SZ, 277.
62 SZ, 295f.
63 SZ, 295.
58
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固有な自己」としての我々のあり方とは一体いかなるものであるのか。
結論を先取することが許されるのであれば、それは周知の通り、「独自の無規定性と規
定不可能性」 64 をその特徴とする―それ故に精々のところ、「『それ（es）』が呼ぶ」 65 の
「それ」としてしか形容しえぬ―あり方である 66 。一切の規定性を持たぬ＜誰とも言い
ようのない者＞としてのこの我々のあり方は、他者や事物との様々な関わりに即してその
都度或る一定の役割において規定された自己（以下これを「役割的自己」と呼ぶことにす
る）の何れとも一致せず、そうした役割的自己を全て超越した、謂わば「役割的自己以上
の自己」としてあることなのであり 67 、換言すれば、それは＜その都度或る一定の「存在
．．．．．．
．．．．
可能性（Seinsmöglichkeit）」（役割的自己）においてありうる存在 ＞（すなわち「可能存在
（Möglichsein）」68 ）として、こうした自らの様々な存在可能性をして可能ならしめるとこ
ろの「現存在の存在可能の根拠」 69 たる自己としてあることに他ならぬのである。
そして「切迫に堪えて内在すること」という上述した我々のあり方が 自己存在であると
先に言われた所以は、正にこの両者が共に、如上の「役割的自己以上の自己」である点に
存している。というのも既に述べたように、前者（「切迫に堪えて内在すること」）は「誰
とも言いようのない者」としての我々のあり方であるという点において、そして後者 （自
己存在）もまたその本来的様態においては何らの規定性をも有しえぬ点で、いかなる役割
的自己を以てしても（或いはその総計を以てしても）決して把握せられぬものであるから
である。
但しここで留意すべきは―ハイデガーが現存在について「この存在者の『本質』は、
それが＜存在すること＞（Zu-sein）の中に存する」 70 と述べるが如く、実存は徹頭徹尾、
現存在のその都度のあり方をおいて他にありえぬ以上―今しがた述べた可能存在はそれ
．．．．．
．．．． ．．．．．．．．．． ．．．．．．
自体、「一つの実存の仕方 」 71 、つまり現存在の ＜可能存在としての自己 ＞がそこにおい
．．．．．．．．．．．．．．．．
て露となるような一個の存在可能性 としてしか成立しえぬこと、別言するならば、我々の
SZ, 275.
Ibid.
66 Vgl. 「呼ばわる者は自己自身を際立った無規定性の内に保っている。名前、地位、出自、そして
外見を問うても、呼ばわる者は返答を拒む」（SZ, 274）。「呼ばわる者を＜彼が何者であるか＞とい
．．．．
うことに関して規定しうるものは、『世間的（weltlich）』には何もない 」（SZ, 276）。
64
65

むち

Vgl. 「生まれてから今日まで、自分は何をしてゐるか。始終何物かに 策 うたれ駆られてゐるやう
に学問といふことに齷齪してゐる。これは自分に或る働きが出来るやうに、自分を為上げるのだと
思つてゐる。其目的は幾分か達せられるかも知れない。併し自分のしてゐる事は、役者が舞台へ出

67

うしろ

て或る役〔＝役割的自己〕を勤めてゐるに過ぎないやうに感ぜられる。その勤めてゐる役の背後 に、
むち

別に何物か〔＝役割的自己以上の自己〕が存在してゐなくてはならないやうに感ぜられる。策 うた
れ駆られてばかりゐる為めに、その何物かが醒覚する暇がないやうに感ぜられる。勉強する子供か
ら、勉強する学校生徒、勉強する官吏、勉強する留学生といふのが、皆その役である。赤く黒く塗
うしろ

られてゐる顔をいつか洗つて、一寸舞台から降りて、静かに自分といふものを考へてみたい、背後
の何物かの面目を覗いてみたいと思ひ思ひしながら、舞台監督の鞭を背中に受けて、役から役を勤
うしろ

め続けてゐる。此役が即ち生だとは考へられない。背後 にある或る物が真の生ではあるまいかと思
はれる」（森鴎外、「妄想」、『妄想・他三篇』、東京（岩波書店）、1941 年、11 頁）。
68 SZ, 144, usw.
69 SZ, 284.
70 SZ, 42.
71 SZ, 267.
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．．．．．．
可能存在もまた、あくまでも唯＜我々の存在可能性の中の一つ＞（すなわち可能存在とし
．．．．．．．
ての存在可能性 ）としてのみ可能であるということである。かくて＜役割的自己以上の自
己＞としての自己存在は、我々の現実の存在可能性としては、或る一定の役割的自己にお
いて具体化されるより他にない 72 。しかもその際、我々は歴史的に制約された特定の地平
の中でしか自らの存在可能性を企投しえぬのであってみれば、かかる具現化は徹頭徹尾、
被投的・有限的たることを免れえぬのである 73 。
仮に如上の理解に大過なしとすれば、我々は（前掲の二規定の中の後者である）「最も
固有な自己をして自らの中で活動せしめること」に関しても又、次のように解釈しうるで
あろう。すなわちそれは、自らが可能存在にして＜役割的自己以上の自己＞であることを
深く自覚し、かかる「最も固有な自己における自己理解」をして自己自身の有り様を根底
．．
より規定する役割を不断に果たさしめた上で、自らをその都度、己が「宿命 （Schicksal）
の単純さの中に齎す」 74 ことである、と。何となれば我々は、元より「誰とも言いようの
ない者」であるにも拘わらず―否、かく本来無一物であればこそ却って―自らに課せ
られたその時々の役割的自己を絶えずひたむきに生きることが出来るからである 75 。
以上、「責任を持つ」という事態を可能ならしめるものとしてハイデガーが考えている
二つの条件の具体的内実を考察した。だがここで彼が語っている「責任」なるものを我々
はいかに理解すればよいのであろうか。今し方、「最も固有な自己をして自らの中で活動
せしめること」が、（「良心を持とうと意志すること」が齎すところの）「固有な自己への
．．
実存の忠誠 」 76 をその都度の行為において体現すべく、自らが為す「いかなる行為も、そ
の行為によって私が私自身をして＜〔自己自身に関して〕責任を負う＞（verantwortlich）
ものたらしめるような仕方においてある」 77 ことである点を確認した。従って別言すれば、
それは「＜自己自身に〔関して〕責任を負うて存在せんとする＞という様態における存在
（das Sein im Wie des Sich=selbst=verantwortlich=sein=wollens）を選ぶ」 78 我々のあり方に他
．．．
ならぬ。さすればハイデガーの所謂「責任」とは差し当たり、 「現存在が自己自身に関し
．
て （für）引き受ける責任を選択すること」 79 を指していると言わねばなるまい。しかもそ
Vgl. 「決意性において現存在にとって問題であるのは、自らの最も固有な存在可能〔＝可能存在
としての存在可能性〕なのであるが、こうした存在可能は被投的なものとして、ただ特定の事実的
な諸可能性〔＝役割的自己としての存在可能性〕に向けて自らを企投しうるにすぎない」
（ SZ, 299）。
73 Vgl. 「現存在は決意性の中で自己自身へと帰り来るのであるが、この決意性は本来的実存のその
．．．．．．．．．
．．
つどの事実的な諸可能性を＜決意性が被投的なるものとして引き受けている遺産（Erbe）＞から 開
示する。決意しつつ被投性に帰り来ることは、＜受け継がれた可能性を―必ずしも受け継がれた
．．．
．．． ．．．．．．．．
可能性として ではないにせよ―自己自 身に伝承すること（Sichüberliefern）＞をそれ自身の中に秘
めている」（SZ, 383）。
74 SZ, 384.
75 Vgl. 「
〔蜷川親当申されけるは〕『又問ふ、空即是色とはいかん』。
〔一休〕答へていはく、白露の
おのが姿はそのまゝに紅葉にをけば紅の玉」（作者未詳、「一休ばなし・巻之一」、渡辺守邦、渡辺
憲司校注、『新日本古典文学大系第 74 巻・仮名草子集』、岩波書店、1991 年、335 頁）。
76 SZ, 391.
77 M. Heidegger, Wilhelm Diltheys Forschungsarbeit und der gegenwärtige Kampf um eine historische
Weltanschauung, in: Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften , Bd.8 [=DJ8], Göttingen
(Vandenhoeck & Ruprecht), 1993, S. 169.
78 Ga64, 54.
79 DJ8, 169.
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の際、現存在は無論（「良心の呼び声」において自らを「呼ばわる者」であるところの）＜
．．．．
誰とも言いようのない自己＞に対して（vor）責任を負うのであるからして、蓋し右のハイ
．．．． ．．．．．．．． ．．．．．．．．．．
デガーの責任観を要するに、＜（本来的な ）自己自身に対する 、自己自身に関する責任 ＞
．．．．
―約めて言えば、自己責任 ―ということになろう。
しかしながらハイデガーの責任観を窺わせると思しき僅かな記述のみに手がかりを求め
たにすぎぬ以上の憶説は、果たして当を得たものと言えるであろうか。そこでこの点を吟
味すべく、次いで W. ヴァイシェーデルの手になる『責任の本質』における本格 的な責任
論を瞥見することにしよう。諸賢には既に旧聞に属する事柄であろうが、この論考につい
ては、第三者が「哲学者マルティン・ハイデガーは、彼の弟子の一人である W. ヴァイシ
ェーデルを通して〔…〕責任なるものを何らの前提にも依拠することなく叙述する試みを
なさしめた」80 と評するのみならず、著者であるヴァイシェーデル自身もまた「本論考は、
．．．．． ．．．．．
著作と講義と演習において著者にとって親しみ深いものとなったマルティン ・ハイデガー
の研究に、事象〔の選択〕及び方法上の流儀の本質的なきっかけを負うている。ハイデガ
ーの研究は、
〔本論考では〕原則〔的な立場〕の確定〔根拠〕としての役割を果たすもので
あるとする」 81 と公言している。既に述べたように、その意味で本書は、遂に書かれるこ
とのない儘に終わった（と断じても良いであろう）
「ハイデガーの責任論」の詳細を窺測す
る際に、裨益するところ極めて大なる資料である。以下において特に本書を取り上げる所
以は、ここにある。
さて卑見によれば、前掲のハイデガーの所説との関連に鑑みた場合、この『責任の本質』
における重要な論点は、主に次の二つであると考えられる。まず第一点について述べよう。
ヴァイシェーデルは、その責任が＜誰に対するものであるのか（das Wovor）＞という観点
に照らして、責任を三つに大別することを提案している。1. （他者に対する）「社会的責
任（die soziale Verantwortung）」、2. （神に対する）
「宗教的責任（die religiöse Verantwortung）」、
3. （自己自身に対する）
「自己責任（die Selbstverantwortung）」という三分類がそれである。
然るにヴァイシェーデルによれば、この三種類の責任は互いに対等であるのではない。す
なわち彼曰く、「人間が自己自身に関わることは、人間の根源的な態度である」 82 が故に
―我々が＜相容れない複数の責任の中で、一体どの責任を優先すべきか＞という問題を
畢竟して「自分自身に問いかけ、自分自身から助言を得る」 83 ことによって解決するとい
う一事がその好例である―前掲の三者の中、
「自己責任が最も深層にある責任である」84 。
かくて＜自己責任こそが責任の最も根本的な形態である＞というのが、
『責任の本質』を特
徴づける主要論点の第一である。これは（先に見た）自己責任を重視するハイデガーの責
任観と相重なり、先の推定の正しさを裏付けるものであると言えよう。
次いで第二点に移ろう。ではヴァイシェーデルにとって、自己責任とは一体いかなるも

Alfred Schüler, Verantwortung. Vom Sein und Ethos der Person, München (E. Wewel), 1948, S. 14.
Wilhelm Weischedel, Das Wesen der Verantwortung [=WV], Frankfurt am Main (Vittorio Klostermann), 1933, S.
15.
82 WV, 53.
83 WV, 52.
84 WV, 78.
80
81
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のであるのか。それを示すべく、彼はこの自己責任を現存在の時間性に基づいて実存論的
に分析する試みを行っている。
その分析によれば、自己責任は第一に「根源的な将来 （Zukunft） としての自己存在の
要求」 85 という契機を有する。この将来とは具体的には「基底的な＜私＞ （Grund-“ich”）」
（つまり本来的な自己）であると同時に、そのような本来的自己が非本来的な日常的自己
に対し、実存のあるべき「模範（Vorbild）」 86 としてその実現を迫るような存在可能性（自
己の可能的な「像（Bild）」）をも指している。
自己責任の第二の構成要素は「負い目のある既在的存在（schuldhaftes Gewesensein）」87 で
ある。ヴァイシェーデルはこれを説明して次のように言う。
「人間がその将来的な存在可能
において自己を捉えるならば、人間はこの存在可能から―将来として―具体的に実存
することにおける自己〔=日常的自己〕へと帰来する。〔…〕それにより、〔将来から現在
に遡行する〕この視点は、実存の現在の存在を既在的な存在として、 だが〔同時に又〕自
らの将来に対し、
〔基底的な〕自己〔を体現すべき負い目〕を負うているようなものとして
詳らかにする」 88 。この言を要するに、既在的存在とは、本来的自己からの要求により、
その存在可能性を今や我が身を以て成就することを課せられるに至った日常的自己の存在
のことである。
最後に三番目の契機は、「自らを前方へと連れ出すこと（Sich-vorholen）」 89 であり、ヴァ
イシェーデルはこれを「根本的自己責任」とも規定する。それは以下のようなものである。
「本来的な要求は寧ろ＜根源的な将来＞から発して、人間をし てその＜負い目のある既在
的存在＞を脱せしめるべく呼ぶ。それ故、
〔＜根源的な将来＞と＜負い目のある既在的存在
＞の間での〕葛藤（Zwiespalt）よりなされる十全な応答とは、そこにおいて人間がこの要
求に聴従し、自らの＜負い目のある既在的存在＞からその＜根源的な将来＞の存在可能の
中へと自分自身を引っ張り出す（sich herausholen）ようなものであろう」 90 。つまりこれは
本来的自己からの呼びかけに応え、その呼び声が発せられている「根源的な将来」に向か
って前進し、以て目下の既在的な（そして非本来的な）存在様態を脱却せんとする（ハイ
デガーであれば「良心を持とうと意志すること」と呼ぶであろう）自己のあり方である。
そして以上の時間的分析を要して、ヴァイシェーデルは自己責任をこう定義している
―「私〔=日常的自己〕が私自身〔＝本来的自己〕に対して、私〔＝日常的自己〕に〔関
して〕―すなわち私〔＝本来的自己〕が、私〔＝日常的自己〕が実存することの或る可
能性の像〔＝実存の模範〕において、私〔＝日常的自己〕に向けて行うところの、
〔その＜
実存の模範＞としての可能的なあり方を〕現実化〔せよと〕の要求に〔応えることに関し
て〕―責任を有すること」 91 。この定義（及び如上の分析）が＜「根源的な将来」（本来
的自己）からの呼びかけ＞と＜既在的存在（日常的自己）による応答＞という図式に則っ
85
86
87
88
89
90
91

WV, 81.
WV, 59.
WV, 82.
WV, 81f.
WV, 82.
Ibid.
WV, 56.
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ている点に鑑みるならば、それがハイデガーの如上の自己存在論（殊にその良心論）を忠
実に踏襲しており、実質的にはこれと全く同型の議論であることは明白であり、最早贅言
を要せぬであろう。
かくて我々は以上の議論を通して、ハイデガーの技術論は彼独自の自己存在論に立脚す
るものであり、そしてこの自己存在論は、自己責任の概念を以てその中核となす責任観と
密接に関係していること、そして今述べたハイデガーの責任観はヴァイシェーデルが更に
これを継承し、それを土台にして精緻かつ体系的な責任論を展開していることを詳らかに
してきた。これによって明らかとなったのは、
（僅かにカントとハイデガーの二例を以て示
したにすぎぬが）近代以降、現代においても尚確認されうるような自己責任概念の甚大な
る影響力ばかりではない。先に我々は、自己自身による「あらゆる行為を〔自らの〕責め
に帰することが可能であること」の不断の自覚を重視するカントの帰責論の中に現在終末
論的な性格を認めたが、この性格は又、自らが為す「いかなる行為も、その行為によって
私が私自身をして＜〔自己自身に関して〕責任を負う＞ものたらしめるような仕方におい
てある」ことを目指さんとするハイデガーの責任観においても如実に見出されうるように
思われる。この意味では、「事実上（de facto）、ハイデガー〔の思索〕においては、基督教
的な〔…〕直観が尚も作用を及ぼし続けている」 92 ことを喝破し、そしてヴァイシェーデ
ルの責任論もまた―ハイデガーの責任観を原則的にはその儘踏襲したが為に―「暗黙
の中に人間に対する一定の把握を以てして形作られている」93 ような「人間の人格性を暗々
裏に前提している」94 点を指摘する A. シューラーの評言は、蓋し至当であろう。だがそれ
は、若き日のハイデガーが K. バルトから受けた影響や、マールブルクにおけるハイデガ
ーと R. ブルトマンの親交等を勘案するならば、無論決して故なきことではないのである。

Hiroshi ABE

From Responsibility to Technology

92
93
94

A. Schüler, a. a. O., S. 14.
Ibid.
Ibid.
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戦時‐戦後体制を貫くもの
―ハイデガー（「ヒューマニズム書簡」と「ブレーメン講演」）の場合―
小泉 義之 （立命館大学）

一

戦時についての弁明

『「ヒューマニズム」について』1 は 1947 年にフランケ版として刊行されているが、その
元になったジャン・ボーフレ宛書簡は、1946 年秋に書かれている。その時期には、フラン
ス軍の占領下で、フライブルク大学政治浄化委員会によるハイデガー審理が始まっており、
書簡執筆の重要な背景をなしている。例えば、審理進行中の 1945 年 10 月にバーデン・バ
ーデンのフランス軍政府役人がハイデガーに同地での講演を依頼したようである。これは
実現しなかったものの、その際に、フランスの『ルヴュ・フォンテーヌ』の編集局が、当
時バーデン・バーデンに勤務していたエドガー・モランを介して書簡を送り、ハイデガー
の著作などのフランス語訳出版を依頼してもいた。これはフランス軍の審理に対する態度
にも関係していたわけだが、既に「フランス」はハイデガーにとって好ましい名宛人とし
て現われていたのである。
「ヒューマニズム書簡」読解においては、このような事情を無視
するわけにはいかない。
端的に言って、「ヒューマニズム書簡」は、戦時期のおのれの思考と行動をハイデガー
が弁明するテクストである。ドイツ国内に向けては発し難い弁明、大学政治浄化委員会で
は通じようのない―その委員長は戦時体制を戦後体制へと引き継ぐことになるオルド・
リベラリズムの創始者たるヴァルター・オイケンであった 2 ―弁明を、ドイツを占領する
上位権力に向けて、ドイツの外の知識人に向けて発しているテクストである。実際、そこ
では、ハイデガーが何度か言及していたヘラクレイトスのエピソードが新たな仕方で語り
直されている。ボーフレが「存在論と倫理学の関係」を問うたのに対し、ハイデガーは、
ヘラクレイトスの格言「エートス、アントローポー、ダイモーン」
（エートスは人間にとっ
てのダイモーンである）を持ち出して、こう書いている。
エートスとは、滞在地、住む場所である。人間が住む開けた地域である。人間の滞在地という開
けたところである。そして、ダイモーンとは、人間がその本質において帰属しているものである。
悪魔的なものというよりは、神的なものである。（K 46）

ハイデガーが滞在する場所は、ハイデガーにとって神的なものであり、まさにそのこと
が存在（論）と倫理（学）の一致を具現しているというのである。では、その滞在地とは
どこを指しているのか。悪魔的なものはどうなったのか。アリストテレス『動物部分論』
A 巻第五章 645a17 が伝えるヘラクレイトスのエピソードの語り直しを読んでみよう。
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「異邦人たち」はヘラクレイトスに会いたいと思っていた。その異邦人たちがやって来ると、ヘ
ラクレイトスは焼がまで暖をとっていた。その様子を見て、異邦人たちは驚いて立ち止まった。
というのも、ヘラクレイトスがこう語って中へ入るように命じたからである。
「ここにも神々が現
前しているのだから」。（K 47）

ここで異邦人たちは何に驚いたとハイデガーは語っているだろうか。ヘラクレイトスが
発した言葉―それは「エートス、アントローポー、ダイモーン」に呼応している―に
驚いたわけだが、ハイデガーはこう続けている。ヘラクレイトスは、焼がまでパンを焼く
のでもなく、自分が暖まるためにだけそこに「滞在している」。ヘラクレイトスは、「まっ
たくの貧しさ」を曝け出している。異邦人たちは、その「寒さに凍えている思索者の眺め」、
その「幻滅的な眺め」にも驚いたのである、と。つまり、ドイツ国内において大学政治責
任の審理の対象とされ大学からも追い立てられ寒村で貧しさを強いられてもいるハイデガ
ーのその住まいにこそ、神々が現前して存在と倫理を一致させているというそのことに異
邦人たちは驚くべきであり、その驚きを異邦に向けて伝えるべきであるというのである。
ところで、ここでのハイデガーは、焼がまの火についても、神的なものについても、そ
れを「聖なるもの」
（K 30）とするだけで、特段のことは書いていない。戦時期の『パルメ
ニデス』では、「安全な環境」（Umkreis des Geheuren）にこそ存在という恐ろしいものが現
われることの例示として、焼がまに、恐ろしいもの （das Ungeheure）があるとしていたの
だが 3 、悪魔的なものにはまったく言及していない。あたかも戦時期から悪魔的なものとは
一線を画してきたと言いたいかのようなのである。では、ハイデガーは、戦時期のドイツ
はひたすら悪魔的で、おのれの居場所はひたすら神的で聖なるものであったとでも弁明し
たいのであろうか。ひとまずはそう読める。ハイデガーは、ヘラクレイトス的思索者であ
ることにおいて、戦時体制に対して抵抗をなしていたのだと言いたいのである。その抵抗
は異邦人には驚くほどに貧寒としたものであるにしても、それこそがレジスタンスでもあ
ったのだと、まさに異邦人に向けて書いているのである。私は、ハイデガーのこの弁明は、
ある重要な意味において、誤魔化しでもなければ間違いでもないと考えている。問われる
べきは、どうしてハイデガーは戦後期も一貫してかくもおのれのイノセンスを確信できた
のかということである。この観点から、テクスト冒頭の行為の規定を読み直してみよう。
世の中で行為はこう捉えられている。行為は、結果を引き起こすことであり、その結果の現実性
はその効用で評価される。しかし、そうではない。行為の本質は、達成すること、何かをその本
質の充実へ展開すること、その充実へと付き添っていくこと、producere（前に導くこと）である。
(K 5)

この規定は結果責任を問われるような行為概 念を退けるために語られていると読めな
くはないが、例えば、戦時期のハイデガーが一貫して目指していた民族からの国家形成と
いった行為を念頭に置くなら、別の読み方が必要になってくる。実際、ハイデガーが退け
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ている行為観は、行為をその結果＝効用で評価する見方だけではなく、producere を生産と
して捉える見方である。そして、ハイデガーは、producere については、その原義に立ち返
って、
「産み出す」系統の発生的な意義で捉えて、行為とは、本質的には、国家を民族から
その本質の充実に向けて展開＝発達させることであり、国家の本質の充実へ付き添ってい
くことであり、おのれはそんな行為にだけ関与してきたと言いたいのである。これに対し、
ハイデガーがおのれをそこから区分しそれに抵抗したものを〈生産力主義〉と名指すこと
ができる。戦時期日本からその類例をとるなら、大河内一男などに代表される、若い頃に
マルクス主義の影響を受けながら、ドイツ社会政策・社会事業研究へ向かい、その後、戦
時社会政策・社会事業を主導し、戦後の社会保障・社会福祉をも主導していった生産力主
義、あるいはまた、中山伊知郎などに代表される、若い頃からマルクス主義や古典的政治
経済学に対してエコノメトリクスの導入に努め、戦時体制の合理的で計画的な統制経済を
主導し、戦後の経済復興と経済成長の理論的主柱となっていったまさにオルド・リベラリ
ズム的な生産力主義が主要敵として遇されているのである 4 。
ハイデガーは、戦時から戦後にかけての主流派に対して、その producere を対置している
わけだが、その整合的な解釈は、ハイデガーの発生生物的なものに対する態度の揺れもあ
って簡単ではない。ここでは、力の所在に関してだけ述べておく。一般に、存在者の発生、
存在者の本質の充実については、その存在者に自ら発生していく力・能力・力能が内在す
ることを強調したくなるところであるが、ここでのハイデガーは、その類の力を存在者に
ではなく存在(Sein)に帰している。そして、存在は、行為と思考を発生させる「静かな力」
(stille Kraft)、「可能的なものの静かな力」(stille Kraft des Möglichen)であるとしてもいる。
とするなら、その存在の力は、存在者の本質の充実とそれに付き添う producere も発生させ
ることになる。ところが、ドイツ民族からのドイツ国家の本質の充実は達成されなかった。
ドイツは戦争に敗れたのである。ハイデガーの行為と思考も付き添い損なったのである。
とするなら、存在の力はどうなったのか。存在の力はどこへ行ったのか。この観点から、
自然科学論を読んでみる。
生理学や生理学的生化学が人間を有機体として自然科学的に探求しうるということは、こうした
「有機的なもの」のうちに、すなわち科学的に説明された身体のうちに、人間の本質が存するこ
との証明ではない。このことは、自然の本質は原子エネルギーに含まれているとする意見と同じ
くらい成り立たない。というのも、自然は、人間による技術的奪取（占領）に対して向ける面に
おいては、その本質を隠すということもありうるからである。(K 16)

ハイデガーによるなら、自然科学は自然や人間の諸力を奪取するにしても「その本質を
隠す」こともありうる。自然科学は、戦時体制の生産力主義の下で、自然や人間の諸力を
解放するにしても、自然や人間の本質の充実に失敗することもありうる。しかし、失敗し
ながらも隠すのである。隠すという仕方で仄めかすのである。とすると、戦時体制の生産
力主義に対する区分線はどういうことになるのか。労働論を読んでみる。
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唯物論の本質は、すべては素材にすぎないとする主張に存するのではなく、それによれば、すべ
ての存在者が労働の材料として現われるという形而上学的規定に存するのである。労働の近代的
‐形而上学的本質は、ヘーゲル『精神現象学』で次のように先駆的に思考されている。すなわち、
無制約的な製作が自己を設備化（施設化）する過程。すなわち主体性として経験する人間による
現実的なものの対象化として、先駆的に思考されている。唯物論の本質は技術の本質に隠れてい
る。それについて多くのことが書かれているが、わずかしか思考されていない。技術は、その本
質において、忘却のうちにとどまる存在の真理の、存在‐歴史的な運命である。(K 32)

ハイデガーは、近代的‐形而上学的労働に対して抵抗していたと言いたいのであるが、
同時に、その労働を技術の本質において思考しなければならないと、しかもそこに存在の
真理の存在‐歴史的な運命を見て取らねばならないと言うのである。これは驚くべき弁明
であると言わなければならない 5 。ハイデガーは、近代的‐形而上学的労働に全面的に依存
して「技術人間」たるテクノクラートが「計画」し「集積」し「秩序」化する戦時体制そ
のものに存在の「静かな力」を見て取ったのである。つまり悪魔的な戦時体制そのものに
存在‐歴史的な運命を見て取ったのである。これはいかなる類の弁明なのであろうか。そ
れが弁明として成立する条件はおそらく一つである。ドイツを敗戦に追いやった諸国にし
ても同じ戦時体制にあり、しかも戦勝国・敗戦国を問わず、戦後体制はその戦時体制を引
き継いでいく場合である。つまり、戦時体制と戦後体制を地続きと見るその姿勢が、ハイ
デガーの確信を支えているのである 6 。そのとき、ハイデガーが戦時期に期待した本来の行
為たる国家形成が頓挫したとしても、そしてもはや国家形成への賭けは打てなくなったに
しても、ハイデガーの居場所だけは聖なるものであり続けるであろう。そして、ハイデガ
ーは、テクストの決定的な箇所で、癌発生という生物的な隠喩を持ち出している。
健全なるもの（聖なるもの）と同時に、存在の空き地には、悪しきものが現われる。この悪しき
ものの本質は、人間の行為のたんなる悪さに存しているのではなく、憤怒の悪性（悪性の憤怒）
(Bösartigen des Grimmes)に存している。健全なるものと悪性のものの二つは、それでも、存在そ
のものが争いである限りにおいてのみ、二つとも wesen することができる。その争いに、否定す
ることの本質的出所が隠されている。否定するものは、否定のようなものとして明らかにされる。
(K 51)

健全なるものと悪性のものは同時に現われる。戦時体制が悪性であったとしても、戦争
が悪性の憤怒であったとしても、その否定性も、それに対決する否定性も、存在の争いか
ら発している。だから、悪性のものを簡単に否定して済ませるわけにはいかない。しかし、
忘れるべきではないのは、それら両者が存在の空き地に現われたのは、まさにドイツだけ
においてであった。ドイツだけが存在の争いの場であり、ドイツだけが健全なるもの と悪
性なものの同時発生と対立を引き受けたのだ。戦時体制は、たんなる悪ではない。人間の
悪しき行為が製作したものなどではない。そうではなくて、健全なるものが現われるとこ
ろにこそ現われるべくして現われた悪性の病なのだ。そして、この戦時体制は世界の戦時
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体制として広まるであろう。
存在は、最初は、健全なるものに対して、恩寵のうちの上昇を授け（許し）、そして、憤怒に対し
て、災い（非健全なるもの）への殺到を授ける。(K 52)

ドイツの悪性の病はおのずと崩れた。人間の行為や技術によって打倒されたのでも異邦
人によって解放されたのでもない。ドイツにだけ光を注いだ存在の「静かな力」によって
崩されて癒されたのだ。そこに滞在し続けた自分は、存在‐歴史的な運命を感知しながら
そのことを待っていただけである。そこにフランス人が訪ねてきた。だから、フランス人
を介して世界に伝えてやろうではないか。以上のように、ハイデガーは、戦時体制と戦後
体制に対していわば両価的な態度をとっている。その悪魔的なものとおのれは対峙してい
るのであるが、それでも悪魔的なものは神的なものを隠すという仕方で仄めかすのであっ
て、それこそが存在‐歴史的な運命であるからには、それに堪えて凌いでいかなければな
らないという態度である。その点を、戦後の「ブレーメン講演」で確かめておく。

二

戦後体制に対する両価的態度

「ブレーメン講演」は 1949 年に行なわれている。絶滅収容所に言及する二つの有名な（悪
名高い）箇所に触れておく 7 。
Bestellen によって、土地は炭鉱地区となり、地面（地盤）は金属鉱床となる。この Bestellen は、
かつて農民がその耕地（畑）を耕したその Bestellen とは、およそ異なる種類である。農民の行な
いは、耕地の地盤に挑みはしない。むしろ、農民の行ないは、種子を成長力に委ねる。農民の行
ないは、成育中の種子を見守る（番をする）。ところが、いつしか、野原（原野）の耕作も、同じ
Be-stellen へ移行してしまった。この Bestellen は、空気を窒素に向けて、地盤を石炭と金属に向け
て立て、金属をウランに向け、ウランを原子エネルギーに向け、原子エネルギーを bestellen 可能
な破壊へ向けて立てる。いまや耕地建設（農耕）は、機動化された食料産業であり、本質におい
て、ガス室と絶滅収容所での死骸の製造と同じものであり、土地（国土）の封鎖と兵糧攻めと同
じものであり、水素爆弾の製造と同じものである。(S. 27)

論点を二つほどあげておきたい。第一に、農民の位置づけである。これは、労働・労働
者に区分線を入れるかどうか、入れられるかどうか、入れるべきかどうかという論点にか
かわるが、ここで農民の行ないは、対自然労働の範型として描かれている。一応、
「かつて」
の姿として描かれ、
「いつのまにか」変わったと叙述は進んでいるが、変わったのは、原野
の開拓、耕作への機械導入、市場向けの食料生産といったことであり、いわば資本へ包摂
されるようになったということであって、農民の行ないそのものに変わりはないのである
と言えそうではある。この論点には本稿の最後で立ち返りたい。第二に、有名で悪名高い
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後半部分についてであるが、そのような評価以前に気づかれるべきは、何が同じ(das Selbe)
と言っているのかまったく定かではないということである。まさか食料生産を植物死骸の
製造と捉えて類比を走らせているわけでもあるまい。では、ガス室とそれ以下を同じと言
えるのはどうしてか。製造(Fabrikation)についてなら、死骸の製造、水素爆弾の製造と言わ
れている。これに比べるなら、ガス室と絶滅収容所の製造とでも言われるべきであろう。
しかし、土地の封鎖における製造とは何であろうか。あれこれ詮索はできようが、要する
に、何を同じとしているのかまったく曖昧なのである。もちろん Bestellen が同じであると
言いたいのであろうが、全体として同一化も類比もうまく行っていない。問われて然るべ
きは、この混乱をどう評定するかである。これはよくある思考パターンであるが、Bestellen
といった作用面での同一化や類比を進めるには、作用から対象を外さざるをえない。比較
不能でありうる作用を比較するには、比較不能性を対象の側に送付し て作用だけを取り出
せるというつもりにならなければ同一化や類比は走らない。とすると、こう読まれる。目
的語を括弧入れしながら、
（耕地を）耕すこと、
（死骸を）製造すること、
（土地を）封鎖す
ること、（兵糧）攻めること、（水素爆弾を）製造することは、同じであるということにな
る。ここで Bestellen は、一連の異質で比較不能であるかもしれぬ具体的で個別的な行為・
労働を、同質で計量可能で比較可能な抽象的労働へと包摂する作用であるということにな
りそうである。ハイデガーに「ガス室と絶滅収容所での死骸の製造」という表現をとらせ
たもの、しかもそれを他の「製造」との類比に置かせたものは Bestellen なのであって、批
判されるべきものがあるとするなら、それはハイデガーの筆法であるというよりは、その
筆法を不可避のものとしている Bestellen なのであるということになりそうである。そして、
言うまでもないが、その Bestellen とは、戦時体制と戦後体制を貫く生産力主義・科学技術
を駆動する当の作用である。ところが、その上で注意されるべきは、にもかかわらず、あ
るいは、まさにそうであるからこそ、ハイデガーは、Bestellen に包摂されながらもそこか
ら区別される限りでの具体的で個別的な労働や労働過程に信を置きたがってもいるという
ことである。これも、農民の行ないに関係する論点であり、本稿の最後に立ち返りたい。
絶滅収容所に言及するもう一つの箇所を見よう。
何十万人が大量に死ぬ。かれらは死ぬのか。かれらは失われる。かれらは打ち倒される。かれら
は死ぬのか。かれらは死骸製造の在庫品になる。かれらは死ぬのか。かれらは絶滅収容所で気づ
かれずに粛清される。そしてそのようなことはなくとも、いま中国では何百万人が飢餓のため最
期をむかえる。(S. 56)

ここでも絶滅収容所と飢餓をどうして同一化・類比できるのかと問うことはできるが、
そこは措き、ここで仄めかされていることは、Ge-Stell が大量死・大量殺害へと引き立てる
ということよりは、おそらく、人間が死すべきもの(Sterbliche)になることによって Ge-Stell
及び大量死・大量殺害を打破するかすかな見通しがあるということであろう 8 。いずれにせ
よ、以上の二箇所はさほど緻密に書かれてはおらず、ある種の世界観の表明と受けとめて
おけば足りる。
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さて、戦時体制を引き継ぐ戦後体制、すなわち、Bestellen のシステムである Ge-Stell に対
するハイデガーの両価的態度を確認していきたい。Ge-Stell 論にあっては、stellen 系の用語
が駆使されながらも、それでは把捉できない自然力が出て来ている。そして、自然力は主
として treiben 系の用語で描写されている。それを描写する stellen 系の用語が自然言語には
用意されていないわけでもある。
例えば炭鉱地区で stellen された石炭はどこに stellen されるか。石炭は、瓶が机に hinstellen される
ようには hinstellen されない。石炭は、地盤が石炭へ stellen されるように、それはそれで熱に stellen
される。すなわち熱へ誘発される。熱は既に水蒸気を stellen することに stellen される。水蒸気の
圧(Druck)は伝動装置(Getriebe)を treiben し、工場の操業(Betrieb)を維持する。この工場は、機械
を stellen することへ stellen されている。この機械が道具を herstellen し、道具によって再び機械が
Stand へ stellen されて維持される。(S. 28)

水力発電所についての有名な箇所にあっては、treiben 系の水圧が stellen 系の用語におさ
められていくが、今度は、stellen 系の用語で把捉しにくい Strom が出て来ている。
水力発電所は Strom に stellen されている。水力発電所は Strom をその水圧へと stellen し、その水
圧 は タ ー ビ ン を 回 転 す る こ と へ と stellen し 、 そ の回 転は 機 械 を umtreiben し 、 そ れ ら 伝 動 系
(Getriebe)が電気的 Strom を stellen し、その電気的 Strom によって（durch den）長距離送電所（セ
ンター）とその Strom 網が Strom 輸送へと stellen される。ラインの Strom、ダム、タービン、発電
機、開閉装置、Strom 網―これらと他のすべては、現前するためにではなく、他を stellen する
べく stellen されるためにその場その場(Stelle)に止まる限りにおいてのみ存在する。(S. 28)

ここも叙述に曖昧さがあるが、その（部分的な）Ge-Stell を存在させているのは、ひとま
ず電気的 Strom であると読むことができる。そこにラインの Strom を加えてもよい。そし
て、当たり前のことだが、水流や電流といった自然力の動力源無くしては、一 連の施設は
Ge-Stell の下で存在することはない。すると、どういうことになるのか。もう少しテクスト
を追ってみる。
ハイデガーは、こんな命題を連ねている。Bestellen を「大地に埋もれた素材と力」(S. 29)
の開発＝搾取と捉えることはできない。Bestellen の連鎖は「暴力」とも言えるが、それは
およそ人間の行ない(Tun)とは言えない。人間そのものが bestellen される(S. 30)。人間その
ものが在庫品である(S. 37)。森の番人(Forstwart)さえも、産業によって stellen される(S.
37-38)。その上で、ハイデガーは、自然力と技術の関係、自然力と Ge-Stell の関係について
論じていく。先ず、退けられるべき疑念が提示される。
とはいえ、ここで疑念が出される。技術の本質が Ge-Stell に存し、他方で技術が自然の力と素材
を stellen することを目指すのだとすれば、すなわち自然の力と素材を、成果に向かうものにおい
て誘発されて要求されるものすべてとして誘発することを目指すのだとすれば、まさに技術の本
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質からして、技術が普遍的ではないことが示される。自然の力と素材は技術に決定的限界 を置く
ので、技術は、技術的在庫の源泉と後援としての自然に頼るままである。それゆえに、われわれ
は、すべての現前するものが、Ge-Stell の Bestellen のうちで立つ持続的なものの仕方で現前するな
どと主張することはできない。Ge-Stell は、現前するすべてのものに関わるのではない。技術は現
実的なものの一つにすぎない。技術は、現実的なものすべての現実性をなすなどということから
は隔たったままである。(S. 40)

この疑念は、Ge-Stell と技術の支配下に入りえない自然の力と素材が現前するとしている。
Ge-Stell と技術はすべてではないとしている。ハイデガーの応答、問い返しはこうなってい
る。
それにしても自然とは何か。Bestellen が常に再びそこに回帰しなければならないものとして、技
術的在庫の外部に現前するはずの自然とは何か。いかに自然は現前するのか、技術が自然に依存
しながら自然から発電所の力と素材を取り出してくるところの自然はいかに現前するのか。技術
に stellen される自然力とは何か。答えは自然科学が与える。(S. 41)

おそらく、自然力はそれとしては現前しない。現実的なものでもない。自然力は、Ge-Stell
に bestellen される限りで現前する。水力も電力も原子力もそうなっている。では、四大の
力、発電所を打倒した力は現前しなかったというのか。自然力は Ge-Stell そのものを破壊
する力として現前しなかったというのか。まさにここで、ハイデガーは、自然科学を呼び
出す。
なるほど物理学はわれわれに力の本質について何も言わない。〔…〕物理学的には自然力はその
Wirkung においてのみ接近可能である。というのも、力はその Wirkung においてのみ、その大きさ
の計算可能なものを示すからである。計算において力は対象的になる。自然科学にはこの計算の
対象だけが問題である。自然は、度量と数で stellen された Wirkliche として表象され、この Wirkliche
がその Gewirkten のうちで対象的に現前する。この Gewirkte が現前するものとして妥当するのは、
それ自体が wirkt し wirkfähig として示される限りにおいてだけである。自然の現前的なものは
Wirkliche である。Wirkliche は Wirksame である。自然の現前することは、Wirksamkeit に存する。そ
の Wirksamkeit において自然は何かを Stelle から Stelle へもたらすことができる。すなわち erfolgen
させることができる。(S. 41)

自然科学では、treiben 系と Strom 系の用語で指標された自然力は、その Wirksamkeit にお
いてだけ現前するものとして捉えられる。同じことは、Betrieb や Strom 網を、ひいては（部
分的）Ge-Stell を破壊した自然力についても言われるだろう。「われわれ」は、自然力が現
前するのを見るわけではない。経験することもできない。破壊力の Wirksamkeit を自然科学
的に表象しているだけである。とするなら、技術と自然、Ge-Stell と自然力といった区分線・
対決線は引くことはできない。おそらく。
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自然が技術に対して立つのは、無規定の現前するもの自体としてではない。自然が技術一般に対
して立つのは、とくに 搾取＝開発され る対象としてで はない。技術の時代に おいて、自然は 、
Ge-Stell 内部の bestellen 可能な Bestand にあらかじめ属している。(S. 41-42)

この「あらかじめ」という時間性については、元々そうなっていたということ以外では
ない。Ge-Stell によるいわば本源的蓄積は、何よりも自然において「あらかじめ」起こって
いる。そこに、〈労働力商品化の無理〉がないように、おそらく〈自然の bestellen の無理〉
もない。
自然は見かけは技術に対して立つが、既に技術の本質からして、Ge-Stell の在庫に本源的在庫とし
てしまわれている。〔…〕現代技術の本質、Ge-Stell は、Bestellen に本質的に適合した本源的事件
とともに開始したが、それは、始めに予め自然を本源的‐在庫として確実に stellen した限りにお
いてである。(S. 43)

自然は常に既に Ge-Stell の下で表象化されて現われるしかないというのである。そして、
まさにそのような世界像からして、Ge-Stell に対する両価的な態度が出て来ることになる。
Ge-Stell を抽象化し普遍化し世界化して迫り上げることによって、Ge-Stell は全時間的に耐
えて凌がれるべきものでありながらもその極限で逆転しうるものとして、そのことに賭け
ておくべきものとして立ち現われるのである 9 。それが、Ge-Stell の「危険」から「転回」
へというテーマである。ハイデガーは、この論脈で、Seyn（「y 存在」と訳しておく）を導
入し、同時に、発生的な議論を再導入する。そこでは、Sein の「静かな力」を、もう一段
彼方に（奥に、底に）送り込むために―『哲学への寄与論稿』でいわば幾何学化され〈経
綸〉へと引き上げられた―Seyn が導入されていると見ることもできよう。「技術の本質
は、Ge-Stell の本質形態における y 存在そのものである」と宣言してから、ピュシス論に進
み、ピュシスは hervorbringen (S. 64)するものと語られ、発生論に立ち返る。そして、Ge-Stell
はピュシスに由来すると宣言される。
技術の本質は Ge-Stell という名をもつ。なぜか。Ge-Stell で名指される Stellen は、存在（すること）
そのものだからだ。にもかかわらず、y 存在が、その運命の始まりにおいて、明るくなったのだ。
ピュシスとして、自ら上昇し産み出す Stellen することとして（Stellen を送ることとして）明るく
なったのだ。この y 存在の本質からして、ピュシスからして、Ge-Stell として wesen する y 存在は、
その名を封土として受け取る。(S. 65)

Ge-Stell がすべてを覆い、その stellen が sein させることと相覆うところまで進められて
いる。
「われわれ」は発電所が存在し電力が存在し会社が存在し政府が存在すると思ってい
る。「われわれ」もそこに存在すると思っている。この存在は現前でもある。どうしてか。
Ge-Stell の下で stellen しているから、である。とするなら、発電所や政府等々はそれぞれ存
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在者として何処かから立ち上がってきた、立ち現われてきた、立たされて来た、端的に言
って産み出されてきたと言ってもよさそうである。おそらく、それを守護し保護する〈農
民〉がいる。そして、ピュシスは隠れて有る。それを y 存在とするなら、いまや y 存在は
Ge-Stell として、その名を用いて wesen していると言ってもよさそうである。この y 存在＝
ピュシスは、おそらく力をもって指標することはできない。存在‐歴史的な運命として堪
えて凌がれるだけである。戦時体制がドイツで発癌して朽ち果てたように、世界化する戦
後体制はいつか発癌して朽ち果てるだろう。その悪性の癌から一線を画すにしても、発癌
そのものは死すべきものの運命であるからには、発癌の贈与に堪えながらも受けとめなけ
ればならない。ドイツからも世界からも追い立てられた「滞在地」で凌がなければならな
い。このハイデガーの両価的態度は、戦時体制の世界化として戦後体制がある限りにおい
て、簡単には非難しがたい、ありうべき態度であるとは言えよう。

三

普遍的システムはあるのか

「ブレーメン講演」における物の議論、瓶を例にとったその議論はよく知られている。
瓶は、自立的対象（Selbststand）でもあり対象(Gegenstand)でもあり、製作(Herstellen)によ
って立てられたもの（Herstand）でもあるが、その物の物たる所以はそこにはないとされ
る。つまり、生産主義的でも科学技術的でもある対象化労働は物の物たる所以に効かない
こととして退けられている。そして、物の物たる所以は、大地と天空、神的なものと死す
べきものの四方界（Geviert）のうちに位置づけられる。
瓶は物として wesen する。瓶は物として瓶である。では、どのように物は wesen するの
か。物は物化する。物化することは、集約する。物化するとは、四方界を出来させなが
ら、四方界の暫しの間を、それぞれの暫しの間へ集約する。この物へ、あの物へと。(S.
13)
この物の物化の議論は、そこで文化的な機能や背景があれこれ論じられて加えられては
いるものの―戦時期には、瓶は、戦勝を祝賀する祝杯として国家的文化行事の文脈に位
置づけられてもいた―、基本的には、発生生物学的な発想に生態学的・環境論的な発想
が加味されたものであると言えよう。では、物の物化はどのように発生するのか。「いつ、
いかにして、物は物としてやって来るのか」。
さて、原子力発電所は、物化を始めていると言えないであろうか。発電所を Ge-Stell に
よる施設の整列から脱落させたものは、まさに自然の力であった。大地の揺れ、揺れる大
地（海）の力であった。その後、発電所は、Ge-Stell が bestellen するべき在庫から脱落しつ
つある。そして、四方界と新たな関係を取り結びつつある。端的に言って、Ge-Stell や対象
化労働の下では自立的対象や対象は在庫化されてしまうわけだが、それが廃墟化するとき、
物化するのであると言うことはできそうである。しかも、いま危険区域では、新たに物化
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と世界化が始まっている。もちろん Ge-Stell は、その物化の過程に抗している。とするな
ら、どういうことになろうか。
原子力発電所を四方界の下での物として捉えることは、ハイデガーの物論からすぐに連
想されることであるが、はたしてハイデガーは認めたであろうか。おそらく認めなかった
であろう。あるいは、認めたくとも―ちょうど農民の種子育成だけには別の地位をあて
がいたかったように―、認められなくなっていると言ったであろう。そして、むしろハ
イデガーは、現に Ge-Stell の下で在庫化されているものについて、それが同時に物化し、
そこで同時に同所的に世界化が起こっていると語る方に傾いたであろう。技術の本質に存
在‐歴史的な運命を感知するという両価的な態度を表明し続けたであろう。
ところが、ハイデガーは、にもかかわらず、あるいは、まさにそうであるからこそ、周
知のように、芸術作品を特権化してもいる。ところで、ここから直ちに、いまや通俗的と
もなっている連想が従う。すなわち、そもそも芸術作品とは、少なくとも現代芸術作品は、
Ge-Stell において製造されながらも生産物の位置を占めることはない し、かといって消費物
にも最終消費物にもなりえない、ただ展示されその後廃用されるだけの廃棄物の位置を占
めているのではないか。とするなら、物の物化と世界化は、ときおり、稀なる空き地で、
現在の原子力発電所や少数の芸術作品としてどこからともなく発生するといった具合では
ないのか。再び、しかし、そのような連想の筋は、ハイデガーの本意ではないであろう。
とすると、どうなるのか。ハイデガーは、後の方で、こう書いている。「Ge-Stell の本質に
おいては、物としての物の荒廃（Verwahrlosung）が出来する」（S. 47）と。戦時期のハイデ
ガーもそうであったが、この「荒廃」を嘆いているのではない。そうではなくて、物が荒
廃するというそのことがチャンスであるとするのである。それは、戦時期には新たな国家
形成のチャンスであった 10 。では、戦後期にはどうなるのか。国家形成の夢を捨てた戦後
期に、その夢の行方はどうなったのか。ハイデガーは、その荒 廃から芸術作品が立ち上が
るとも物化と世界化が立ち上がるとも言いきらなかった。おのれが生きている間は、そん
なことは期待できないからであったのだろうか。おのれは時を凌ぐだけにならざるをえな
いと何度も語ったことからして、何か明示的に語ることは控えなければならなかったから
であろうか。それにしても、どうして瓶と芸術作品を特権化できたのか。どうして種子育
成を特権化できたのか。あるいは、そう受けとられかねないことを書きたかったのか。
ハイデガーにとって、戦時体制と戦後体制は一つながりのものであった。科学技術は自
然力を隠しながら仄めかし、Ge-Stell も自然力を隠しながら仄めかす。そして粗略にまとめ
てしまえば、その自然はピュシスへと、さらに存在・y 存在へと迫り上げられる。そこか
ら戦時体制と戦後体制が癌のごとく発生することは存在‐歴史的な運命である。ところが、
ハイデガーは、存在者の発生を農民の育成と芸術家の制作は特権的な仕方で再現するよう
に見えると言いかけるが、決してそのようには言いきらない。幾多の解釈上の問題はある
にしても、ハイデガーは、Ge-Stell の只中に局所的であれ何らかの破綻や新生があるとは期
待しない。それは、戦時期に賭けられたところの民族からの国家形成を放棄したその姿勢
を一貫させたからであるとも思われる。そして、その一貫性は、戦時体制と戦後体制を一
つながりとする見方の代償でもあり効果でもあった。
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そして、ハイデガーのこの両価的態度 11 は、その後の現代思想界を制約してきたと見る
ことができる。世界を覆い尽くす何ものか、世界の存在者をそのように存在せしめる何も
のか、抽象的で普遍的な何ものかは、産業主義化や資本の文明化作用やグローバリゼーシ
ョンなどと言いかえられ、それに対抗する局所的な発生・芸術・労働がおそるおそる言祝
がれることが繰り返されてきた。
「われわれ」は依然としてハイデガーの世界像とその両価
的態度のうちで右往左往しているわけだが、私の見るところ、そこを脱する道は、システ
ムの極限の危機を転回として予期することなどではなく、そもそも抽象的・普遍的・存在
論的システムなど存在しないということを経験的にしかと認識することである。例えば、
Bestellen が人間の諸活動すべてを覆い尽くしているはずがないのだ。Ge-Stell が単数形で存
在しているはずがないのだ。科学技術が文字通りその世界像で経験を覆い尽くしているは
ずもないのだ。簡単な話だが、ハイデガーとその末裔の議論は所詮はヨーロッパ中心主義、
西洋中心主義でしかない。仮にその「アメリカ化」の動向が「惑星規模」で他の大地を覆
い尽くすとしても、それがひと色で染め上げられるはずもない。とするなら、戦時体制と
戦後体制を一つながりと見せかけているものそのものを退ける必要がある。

註
『「ヒューマニズム」について』からの引用については、Klostermann 版（略号 K）の頁数を本文
当該箇所に付す。
2 オイケンについては、ミシェル・フーコー『生政治の誕生：コレージュ・ド・フランス講義 1978
－1979 年度』1979 年 1 月 31 日、2 月 7 日、2 月 14 日の講義を参照。また、藤本建夫『ドイツ自由
主義経済学の生誕 ―レプケと第三の道』
（ミネルヴァ書房、2008 年）、柳澤治『戦前・戦時日本
の経済思想とナチズム』（岩波書店、2008 年）が有益である。
3 『哲学への寄与論稿』
（1936‐1938 年）(GA 65), S. 177, S. 284 なども参照。
4 この観点から、シュタウディンガー事件を見直すこともできる。この事件については、奥谷浩一
『ハイデガーの弁明 ―ハイデガー・ナチズム研究序説』
（梓出版社、2009 年）が周到である。と
はいえ、奥谷は、ヘルマン・シュタウディンガーについて「現在から見ればいささかも罪のない一
人 の 同 僚 の 化 学 者 」（ 227 頁 ） と 書 き 、 そ の 流 れ の 中 で 、 1919 年 の シ ュ タ ウ デ ィ ン ガ ー の 論 文
(Staudinger, La technique moderne et la guerre, Revue international de la Croix-Rouge, 1919)の一節を 244‐245
頁に引用している。それは、いわゆる技術の中立性論であり、この意味でもシュタウディンガー
は典型的なテクノクラートであると言ってよい。ところで、技術は危険も救済ももたらしうると
のシュタウディンガーの見解は、具体的には、同じ物質が爆弾にも肥料にも使用されうるといっ
た例に基づいている。しかも増大する人口を支えるために肥料を増産すればするほど、爆弾の製
造能力も強化されていくといった次第になる。シュタウディンガーはこの過程を停止させること
ができるとはまったく考えていない。言うところの「道徳的目覚め」に対してそんな役割を期待も
していない。別の論文(H. Staudeinger, Rapport technique sur la guerre chimique: Annexe au rapport de
MM. Cramer et Micheli, Revue Internationale de La Croix-Rouge, 1925)を見ると、もっと議論は具体的になっ
ている。そこでは、第一次大戦での毒ガスによる死亡率と爆弾による死亡率を比較し、毒ガスは
大きく騒がれて恐れられてきたが、実際には決して爆弾による死亡率を凌駕できないと論じてい
る。殺戮機能が劣らざるをえないことを科学的に縷々説明して、技術的合理性と戦術的合理性か
らして毒ガス兵器は無意味であるとしているのである。だから、毒ガス兵器は通常の爆弾より人
道的なのである。その上で、道徳的配慮というべきであろうが、たとえ飛行機での使用可能な改
造が行なわれたとしても、女・子どもなどの非戦闘員に対しては使用されるべきではないと付け
加えている。そして、毒ガスに対する反対論は今日では justifiable ではないと結論する。シュタウ
ディンガーは、まさしく典型的なテクノクラートなのである。ハイデガー学長がそこを捉えて告
発に出たわけではないが、やはり象徴的な事件であると言えよう。ちなみに、シュタウディンガ
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ーは、1938 年 6 月には「四か年計画と化学」という講演を行なっており、少なくともとても「罪の
ない」とは言えない。ハイデガーと比べてどちらの「罪」が重いかも簡単ではない。また、シュタ
ウディンガーは、告発の審理が進行中の 1934 年 2 月には、弁明のためと見るべきだが、デュッセ
ルドルフ民族新聞に、Die Bedeutung der Chemie für deutsche Volk なる一文を寄せてもいる。
5 本稿では詳細な検討は省略するが、学長時代から戦時期にかけて、ハイデガーが、労働概念を拡
張して人間の活動一般と同一視したとする理解は間違えている。労働の下での平等を目指したの
でもない。一般に、ハイデガーにあって、労働の精神性の強調は、社会政策的に労働をソーシャ
ル・ワークへと拡張する局面はあったものの、決して精神労働と肉体労働の区分の廃棄にいたる
ものではない。また、労働／労働力、労働／余暇の区分を行なうものでもない。ハイデガーは、
通例の諸労働観のすべてを「技術人間」に帰したのであり、ハイデガーとしては、民族からの国家
形成に寄与する限りで同等の精神性を有するとして労働を肯定しただけである。この点では、『言
語の本質への問いとしての論理学』（1934 年夏学期）(GA 38)が重要である。
6 『形而上学入門』
（Niemeyer, 1935/1953）, S. 28 などを参照。
7 「ブレーメン講演」からの引用については、全集版(GA 79)の頁数を本文該当箇所に付す。
8 この引用箇所に関連して連想を一つ記しておきたい。浪江町の畜産家である吉沢正巳は、封鎖さ
れた警戒区域内の農場にとどまり、牛を餓死に追いやることも殺処分することもせず育て続けて
いる。一応の名目的理由は、牛を死ぬまで生かすことによって被曝のデータをとれるから、とい
うことである。つまり、この牛たちは、死すべきものとして生かされ育てられているわけである。
吉沢はその牧人となっているわけである。また、その牛にしてもその営みにしても、浪江町の新
たな四方界と深く繋がっていると言うこともできる。牛の大量殺害、牛の大量飢餓死とは一線を
画すものとしての、牧人に見守られる牛の死。Ge-Stell によって製造され破壊され介入され続ける
大地と大気のその只中で、牛を死すべきものとして育成し続けている空き地。はたし て、こんな
連想をハイデガーは認めたであろうか。
9 この態度は、戦争に賭けたハイデガーの態度と同型である。引証できる箇所は多いが、『ヘルダ
ーリンの讃歌「イスター」』
（1942 年夏学期）において「機械技術という精神の絶対的実現」に賭け
る箇所（GA 53, S. 66）をあげておく。
10 荒廃のテーマ系はハイデガーでは重要である。「形而上学の超克」
（1936‐1940 年）(Vorträge und
Aufsätze, Neske), S. 68 などを参照。この点で、戦争直後の 1945 年 5 月 8 日に書かれたと目される「ロ
シアの捕虜収容所で年下の男と年上の男の間で行われた夕べの会話」(GA 77)は興味深いテクスト
である。「主観性の蜂起」と「労働への蜂起」が地球の荒廃を準備するのだが、それを準備したの
は、最初はドイツであり次いで戦勝国であって、その荒廃は必ずしもネガティヴなことではない
とされている。それはドイツ零年から始め直すといったことではなく、主観性と労働の極みの荒
廃を待ち望むといったことであり、しかもその態度をもって、ハイデガー自身の子どもの運命の
示唆と併せて、戦時期の弁明となっている。このテクストを読むだけで、 ハイデガーが揺らがな
かったことの事情が理解できよう。
11 「放下」
（1955 年）のいう「技術的世界に対する同時的な然りと否の態度」
「物への放下」
（GA 16,
S. 527)である。

Yoshiyuki KOIZUMI
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歴史の廃棄物
―ハイデガーの技術論へのひとつの応答として―
大澤 真幸 （『THINKING「O」』主宰）

Ⅰ

資本主義の指標としての廃棄物

近代技術の問題を、利便性や事故の危険において見るのではなく、存在の歴史における
危機と見なすところにハイデガーの論の特徴がある 1 。素朴な日常語で言い換えるならば、
近代の技術には、人間が本来的な人間であることを阻む、根本的な問題がある、と。こう
した診断には、しかし、哲学的な観点からとらえるならば、とりわけハイデガー自身の哲
学的な立場からとらえるならば、矛盾があると言わねばなるまい。原子力の（平和的もし
くは軍事的）利用にせよ、遺伝子工学にせよ、あるいは工業化された農業にせよ、それら
は存在的な次元の出来事であろう。とするならば、ハイデガーが近代技術の問題としてと
らえていることは、存在的な次元によって存在論的な次元が浸食されるということになる
のではあるまいか。存在のレベルと存在論のレベルには根本的な差異があるとするならば、
これは、本来ありえないことではないか。ハイデガーは、ありえないこと、不可能なこと
を憂慮していることになる。とはいえ、今は、こうした哲学的な細部にかかわる揚げ足取
りは、脇に置いておこう。いずれにせよ、ハイデガーが直観している危機感を、われわれ
も共有しているのだから。
ハイデガーほど哲学的に込み入った表現を用いてはいないが、彼よりも後の世代の学者
たち、それゆえさらなるテクノロジーの発展を目の当たりにしている世代の学者たちも、
より率直なかたちで、同じような危機意識を表明している。遺伝子工学やナノテクノロジ
ーについて、フランシス・フクヤマ、ユルゲン・ハーバーマス、 ビル・マッキベン等が発
している警告が、そうした危機意識の表明である 2 。彼らが提案する解決策は、総じて、後
ろ向きである。簡単に言えば、進歩を、ある限界の点で止めてしまうこと、これが彼らの
解決策だ。たとえば、マッキベンは、体細胞の遺伝子治療はよいが、生殖細胞の操作は禁
ずるべきだと主張する。後者は、人間のアイデンティティの感覚や責任の感覚を崩壊させ
てしまうからだ、というのが、マッキベンが提起している禁止の論拠である。
こうした後ろ向きの提案が、ほんとうの解決策にはなっていないことは明らかである。
技術に相関した存在論的な破局は、それが現実になったときではなく、それが可能なもの
となったときにすでに終わっているからである。たとえば、原発や原爆が実際に製造され
なかったとしても、それらが技術的に可能になった時点で、人間が、自分自身と自然生態
系の全体を破壊する諸資源を、自然から引き出すことができるに至った、ということが含
意する存在論的な破局は完結している。あるいは、生殖細胞への遺伝子的介入が技術的に
可能になった時点で、人間はすでに、遺伝子を設計図とするロボットの一種へと転換して
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いる。
では、ハイデガーはどうであうか。彼は、こうした論者たちとは一線を画している、と
されている。近代的な技術へのハイデガーの対応は、すでに過去のものとなってしまった
「物」へのノスタルジックな執着とは異なったものである、と。ハイデガーの考えでは、
肝心なことは、四者 das Geviert（天、地、神的なもの、死すべき者としての人間）に適合
した物を築き育て、「物のうちに四者を確保すること」を習得することにある。ちなみに、
四者は、アリストテレスの四原因説の、ハイデガー版である。質料因に大地が、形相因に
天（アポロン的形相）が、目的因に神々が、そして始動因に人間が対応している。だが、
「四者が保持されている物」のケースとしてハイデガーが挙げる事例、つまりワインを入
れる瓶、風車、ギリシアの神殿、ヴァン・ゴッホの靴、古い石橋等は、どう見ても、相当
にノスタルジックで、過去志向的である。
だが、こうした物のうちに安らぐことが、近代的な技術への対抗策となるとは思えない。
むしろ逆である。これらは、近代的な技術を補完することで、その支配を促進し、完成さ
せるだろう。たとえば、原子力工学にたずさわる技術者が、骨董品の瓶や皿を収拾し、こ
れを眺めることで精神的な安定を得る、というケースを考えてみればよい。とするならば、
近代的な技術からの解放の道は、ノスタルジックな回帰にではなく、その発展に徹底的に
付き従うことの中に見出さなくてはならない。
だが、その道はどこにあるのか？

その道はいかなるものなのか？

近代的な技術の道

に徹底的に付き従うことは、いかなる意味で、そこからの解放の可能性をも指し示すこと
になるのか？
＊
周知のように、ハイデガーによれば、近代技術の本質は、Gestell（総駆り立て体制、徴
発性）にある。Gestell とは、すべての人、すべての物を連鎖的に駆り立て、取り立ててい
く不可視の力が働いている状態である。ハイデガー自身が用いている例によって説明する
ならば、森番は、森林産業によって木材繊維を調達するようにと駆り立てられて、木を伐
採したり、材木の寸法を測ったりしている。木材繊維の調達は、紙の需要によって呼び立
てられている。紙は、新聞や週刊誌のために駆り立てられている。新聞や週刊誌は、印刷
物を読む世論を駆り立て、世論動向を形成する。こうした駆り立ての集合が、Gestell であ
る。
この Gestell のダイナミズムを規定しているもの、そして近代的なテクノロジーの発展を
支えているもの、それは、社会科学の用語で言えば、
「資本主義」であろう。ラカン派の思
想家ジャック＝アラン・ミレールは、資本主義の主要な生産物は、ゴミ、廃棄物であると
述べている 3 。何という逆説であろうか！

資本主義には、意図せざる否定的な生産物が不

可避に伴っており、それは、廃棄物という形式をとる。資本が回転し続けるためには、使
用に耐えうるものまでもが廃棄物と化さなくてはならない。廃棄物が大量に出るというこ
とは、その社会システムが資本主義であることを端的に示す指標である。同じくラカン派
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のジジェクは、廃棄物は、休止状態のうちに凍結された資本主義的な欲動である、と論じ
ている 4 。資本主義的な技術がどうしても処理しきれない「物」、資本主義にとって内在的
な脅威となる「物」とは、自らの、因果的な生産物とも言うべき廃棄物であろう。われわ
れは、今日、それを深く実感している。核廃棄物や老朽化した原子炉として。
アンドレイ・タルコフスキーの映画が好んで描くのは、まさに資本主義の陰画としての
廃棄物であり、廃墟である。彼の映画の中で、廃棄物や廃墟は、嫌悪の対象ではなく、逆
に愛の対象である。廃棄物が、資本主義にとって処理できない困難の源泉であると言うと
き、さしあたって問題になっているのは、存在論的な次元ではなく、存在的な次元である。
しかし、廃棄物が意味しているもの、廃棄物が表現していることを、むしろ愛の対象へと
シフトさせたらどうだろうか。問題は、突如として存在論的な次元に移行する。
この言明の含意を説明する必要があるだろう。過去の物、過去から壊れることなく残存
している物に、ノスタルジックに執着することは、歴史を消去することであろう。ノスタ
ルジックな執着は、時間の堆積への否認を含んでいるからである。このことに思い至るな
らば、逆に、廃棄物こそが、つまり打ち捨てられた物こそが、歴史を表現していることに
なる。ここで、〈歴史 Geschichte〉という概念を、ベンヤミンの意味で用いている。ベンヤ
ミンが、
『歴史哲学テーゼ』の中で、パウル・クレーの「歴史の天使」に触発されて書いて
いる、あの有名な寓話を思い起こしてほしい。それによると、歴史の天使は、過去に目を
向けている。その目には瓦礫の山が見える。つまり、歴史の天使は、廃棄物を見ている。
歴史の天使はこのような様子であるに違いない。かれは顔を過去に向けている。ぼくらであれば
事件の連続を眺めるところに、かれはただカタストローフのみを見る。そのカタストロー フは、
やすみなく廃墟の上に廃墟を積みかさねて、それをかれの鼻っさきへつきつけてくるのだ 5 。

瓦礫への愛は、ベンヤミンが述べたような〈歴史〉へと通じている。過去の遺物へのノス
タルジーとは対照的に、瓦礫への愛は、存在論的な次元に関係している、と述べたのは、
このためである。だが、瓦礫とは何か。なぜゴミが重要なのか。これらの点には、後で立
ち戻るだろう。

Ⅱ

徴発（Gestell）と召命（klesis/Beruf）

ハイデガーの〈存在〉は、非歴史的な実体としてどこかに常に伏在しているのか。そし
て、ときどき身を隠したり、姿を現したりしているのか。そうではあるまい。〈存在〉は、
存在の歴史を離れたら何ものでもない。つまり、
〈存在〉は、画期をもつ歴史の中 の出来事
Ereignis 以外の何ものでもない。しかし、こう考えたとたん、〈存在の忘却〉や〈存在の開
示〉に関して、根本的な両義性が免れがたくなる。
どのような両義性か？

同じ両義性は、ジャック・デリダの仕事にもあるので、まずは

デリダに即して説明してみよう。デリダは、
「現前の形而上学」を批判する。一方で、現前
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の形而上学の終焉は間近であるかのように言われる。しかし、他方では、われわれは、決
してその外に出ることはない。現前の形而上学の克服は、いつまでも延期されているのだ。
結局、
「現前の形而上学」の克服へと近づけば近づくほど、それは遠ざかってもいく。どう
してこんな矛盾が生ずるのか。
「形而上学の克服」とされている状態が、
「脱構築的な批判」
．
という局面から独立には存在していないからである。つまり、人は、形而上学がまさにそ
．
こ にあるとして批判しているそのときだけ、形而上学からの脱出口にいるのである。この
点を考慮するならば、
「形而上学」＝「形而上学に汚染されているフィールドから脱出せん
とする欲望」という等式が成り立っていることになる。したがって、現前の形而上学の克
服へと漸近しているとき、逆に、人は、形而上学のただ中に突入しているのであって、克
服からは遠ざかっているのである。
同じことは、ハイデガーの〈存在の真理〉と〈存在の忘却〉の間にも成り立つ。〈存在〉
は、忘却の可能性に目を凝らして警戒を怠らないという形式でしか、したがって実際には
〈忘却〉という形式でしか、真理を開示しない。
〈忘却〉していなければ、少なくとも今に
も〈忘却〉の淵に落ちそうだという状態になければ、
〈忘却〉を警戒したり、見つめたりす
ることはできない。ところが、〈存在の真理〉は、〈忘却〉を警戒しているときしか、現れ
ない。それゆえ、極論すれば、
〈存在の真理〉と〈存在の忘却〉とは合致してしまう。両者
を魔術的な仕方で結びつける概念が、〈転回 Kehre〉ではないか。
私は、ここでハイデガーの議論に矛盾があることを批判したいわけではない。むしろ、
そこに積極的な可能性を見たいのだ。この逆説が含意していることは、「頽落」（存在の忘
却）を、
「本来的に人間であること」を基礎づける仕草として、勇気をもって肯定すること
である。このことは同時に、人間の基本的な状態に、本源的に葛藤が内在していることを
認めることでもある。
〈存在の真理〉に志向するベクトルと〈存在の忘却〉に志向するベク
トルとの間の葛藤は、本源的であり、両者を分離することはできない。ヘラクレイトスの
有名な断片「戦いは万物の父であり、万物の王である」をハイデガーが読解するとき、彼
は、事実上、この本源的な葛藤を見ていたのではないか。
＊
さて、近代技術の問題性を集約するハイデガーの用語は、先にも述べたように、Gestell
（総駆り立て体制、徴発性）である。近代技術の根底には、あらゆるものを駆り立て、取
り立てる力が働いている。人間はもちろんのこと、資源や文化や意見やらを次々と駆り立
てていく力の全体が、Gestell である。誰が駆り立てているのか。駆り立ての連鎖の原点に
は、何が、誰がいるのか。何もないし、誰もいない。Gestell は、どこにも、誰にも帰属し
ない匿名の力である。
ここで、私は、Gestell という概念を、これといささか似た含意を有する別の概念と関連
づけてみたくなる。それは、Beruf（召命）である。ルターが、聖書の翻訳に際して、この
語を「職業」を指し示すのに用いたことは、よく知られている。確認するまでもないこと
だが、この点に注目したのは、マックス・ウェーバーである 6 。これによって、プロテスタ
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ントにとって、職業は神からの呼びかけに従うことだ、という含みをもつようになった。
ウェーバーの考えでは、このような職業観が、やがて変質し、資本主義の精神の一契機と
なる。さて、そうだとすると、資本主義の下で、人は、職業へと、あるいは労働へと呼び
かけられている。この呼びかけは、宗教性を失い、世俗化すれば、まさに「駆り立て」
「徴
発」として感受されるだろう。Gestell と Beruf の間のこうした類比は、決して、牽強付会
なものとは言えまい。先に述べたように、駆り立てが駆り立てを誘発し、それがいつまで
も充足しないようなシステムとは、社会科学的に言えば、資本主義だからである。 Beruf
は、その資本主義の精神の部分品の一つである。
Beruf に対応するパウロのギリシア語は、klesis（クレーシス）である。中世以来、一部
の論者は、ラテン語の classis（クラッシス）は、ギリシア語のクレーシスに由来する、と
主張してきた。classis の直接の意味は、「市民の中で兵士として招集された部分」、つまり
「兵士として徴発された人々」である。この語は、フランス語の classe の語源である。classe
の意味は、もちろん「階級」だ。マルクスは、それまで一般に用いられてきた―そして
ヘーゲルも用いていた―「身分 Stand」を使わず、フランス語から流用した「階級 Klasse」
を用いた。この語は、当時、まったく新奇な語であり、この語を断固とした概念へと格上
げしたのはマルクスである。
ギリシア語の klesis からラテン語の classis が派生したという説は、今日の文献学の知見
からすると間違いのようだ。しかし、それでも、両者を関係づけることには、啓発的な価
値がある、とジョルジョ・アガンベンは述べている 7 。というのも、マルクスが、「Stand」
ではなく、「Klasse」を用いたとき、彼は、明らかに、階級に「召命」に関連するものを見
ていたからである。マルクスは、『ヘーゲル法哲学批判』で次のように書いている。
それでは、ドイツ解放の積極的な可能性はどこにあるのか。解答。それはラディカルな鎖につな
がれたただひとつの階級の形成のうちにある。市民社会のどんな階級でもないような市民社会の
一階級、あらゆるシュタントの解消でもあるような一シュタント、その普遍的な苦悩 ゆえに普遍
的な性格をもち、なにか特殊な不正ではなく不正そのものをこうむっているためにどんな特殊な
権利をも要求しない一領域……ひとことでいえば、人間の完全な喪失であり、したがって、ただ
人間を全面的に救済することによってのみ自分自身を達成することができる領域 〔…〕の形成の
うちにある。こうした解消をひとつのシュタントとして体現したもの、それがプロレタリアート
である 8 。

ここでマルクスが述べていることによれば、プロレタリアートは、革命へと呼びかけられ、
駆り立てられている。
マルクスが「人間の完全な喪失」と記述している状態は、ハイデガーが、近代技術の下
での〈存在の忘却〉と見なした事態と同じものであろう。ところで、ここで、先に述べた
こと、
〈存在の忘却〉と〈存在の真理〉の間の両義性に回帰してみよう。
〈忘却〉と〈真理〉
が同じことになってしまう、という両義性に、である。
もちろん、「徴発 Gestell」は、〈存在の忘却〉に対応している。それに対して、同じもの
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が〈存在の真理〉へと導かれるのであれば、それは「召命 Beruf」として現れるだろう。徴
発され、ますます〈存在の忘却〉を深化させていく階級と、
〈存在の真理〉に至るように召
命されている階級がある。前者が、ブルジョワジーであり、後者が、プロレタリアートで
ある。つまり「徴発／召命」の両義性は、階級闘争に対応している、と解釈することがで
きるのだ。
とするならば、やはりわれわれはこう問わなくてはならない。徴発と召命とは、どのよ
うに異なるのか？

プロレタリアートを、革命へと召命するものは何か？

そこに近代技

術からの解放がありうるとして、いったい何がプロレタリアートに呼びかけているのか？
プロレタリアートは、何に対して応答するのか？

Ⅲ

トカゲが教えること

ここで思い切った補助線を引いておきたい。
「補助線」は、ハイデガーが技術論とはまっ
たく別の文脈で語っていることである。『形而上学の根本諸概念』でハイデガーは、「物質
（石）／動物（トカゲ）／人間」の区別に関して、次のような有名な三つの命題を提起し
ている 9 。
① 石は無世界的である。
② 動物は世界欠乏的である（世界に関して貧しい）。
③ 人間は世界形成的である。

石のような無生物は、世界をもたない、とされる。これは容易に理解できる。
「石にとっ
ての世界」ということを考えるのは、ナンセンスであろう。石に対しては、端的に、世界
はない。逆の極は、人間である。人間は世界を作る。これも理解が難しいことではない。
人間は、皆、周囲のものを意味づけ、それぞれ固有の世界をもっている。人間は各々、自
分なりの世界を形成している、と見なすことができる。
三つの命題の中で、問題含みなのは、中間の②である。トカゲのような動物は、世界に
関して「貧しい」というのである。
「貧しい」とはどういうことなのか。トカゲは、石とは
．．．．．．．．
．．．．
違う。トカゲは、自分の周囲にある石や日光に対して自ら関係している からだ。石自身に
．．．．
とっては 、トカゲとか、他の石とか、太陽などに対する関係は存在しない。したがって、
石とトカゲを同列に扱うことはできない。トカゲは、自分がその上にいる石や自分に光を
ふりそそいでいる太陽を体験し、それらに対して関係している。だから、トカゲにとって
の世界があると言わねばならない。それが、ハイデガーにとっては、
「生きている」という
ことの定義的な条件である。だが、問題になるのは、トカゲにとっての世界は、「貧しい」
とされていることである。トカゲは世界と関係しているのだが、しかし、その関係は「わ
ずかである」とされているのだ。この「わずか」という点において、トカゲの世界への関
係は、人間の世界に対する関係とは異なっている、というのがハイデガーの主張である。
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動物についてのハイデガーのこのような理解を、嘲笑し、批判することはたやすいこと
のように思える。トカゲの世界が「貧しい」
「わずかである」と言えるのは、暗黙のうちに、
人間を基準としているからである。人間の世界は豊かだ。それに比べると、トカゲの世界
はおそまつだ、というわけである。
「万物の尺度としての人間」というプロタゴラス的な前
提がここにはあるように思える。しかし、トカゲからすると、これは「要らぬお節介」と
いうことではないだろうか。トカゲ自身にとっては、自分の世界は貧しくもなければ、豊
かでもない。勝手に「お前の世界は貧しい」
「お前の世界はまだ欠乏している」と言われて
も、トカゲからすると迷惑以外のなにものでもない。要するに、②は、動物に固有の、動
物に即した定義になっていないように思えるのだ。実は、ハイデガー自身が、自分の定義
がこのような批判を受けうるということを、十分に自覚していた。にもかかわらず、ハイ
デガーは②の命題にあえて固執している。
ということは、この命題には、別の含みがあるということである。ハイデガーは、最終
的には、②を補強するものとして、もっと大胆な仮説を提起する。彼は、集中砲火的な批
判を受けるだろうということを承知の上で、ロマンチックで、なんとも無防備な、次のご
ときアイデアを出してくるのだ。動物は、自分自身の世界が貧しいこと、自分の世界がま
だ「不足」していることを自ら知っており、動物・生物の全体には、その貧しさに対する
痛みが浸透している、と。ハイデガーは、このような趣旨のことを述べている。ここまで
言い切ってしまうと、②の命題の意味は、ますますわかりにくくなる。
＊
ベンヤミンが歴史について述べていることが、このハイデガーの議論を理解する手がか
りを与えてくれる。次は、ベンヤミンの「歴史哲学テーゼ」の中でも、とりわけよく知ら
れているテーゼである。

歴史という構造物の場を形成するのは、均質な空虚な時間ではなくて、
〈いま〉によってみたされ
た時間である。だからロベスピエールにとっては、古代ローマは、いまをはらんでいる過去であ
って、それをかれは、歴史の連続から叩きだしてみせたのだ。フランス革命はローマの自覚的な
回帰だった 10 。

ベンヤミンによれば、古代ローマの歴史的意味を理解するための鍵はフランス革命にある。
ここでのポイントは、理解のための鍵は過去ではなく未来の方にある、という点である。
どうしてだろうか？どうして逆ではないのか？
次のように考えてみるとよい。まったく予想されていなかったような、大きな―特に
破局的な―出来事、たとえば革命とか、戦争とか、大きな事故といった、歴史の連続を
断つような出来事が勃発したときのことを想起または想像してみてほしい。そうした出来
事の後に過去を振り返ると、過去は、それ以前とはまったく別の様相を帯びて見えてくる。
出来事が起きる前には、そんなことは到底起きそうもないことのように思われていた。そ
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うした出来事を可能なものとするような契機が、過去の中に孕まれていたことには、誰も
気づいていなかった。しかし、出来事が起きてしまえば、その出来事をもたらしうる可能
性が、過去の中の至るところに存在していたことが明らかになる。かつては、想像さえさ
れていなかったその出来事が、起きるべくして起きたのだ、ということにわれわれは気づ
くようになるのである。
たとえば、1989 年の末期に、東欧に連鎖反応的な革命が起きて、ロシア革命以来続いて
いた冷戦が、短期間のうちに終結してしまったときのことを思いだすとよい。89 年の夏に
おいてさえも、もうじき冷戦が終わると予想していた者はいなかっただろう。ほとんどの
者が、冷戦が永続するとまでは言わないが、当分の間、続くと信じていた。しかし、冷戦
に終止符を打った革命が起きてしまえば、冷戦は終わるべくして終わったのだ、社会主義
体制はもう風前の灯のような状態にあったのだ、と気づくことになる。冷戦体制は、89 年
よりもはるか前から、抑圧的な政治体制や物質的な貧困への不満を内部に溜め込んでおり、
いつ崩壊してもふしぎではないような状態でかろうじて継続していたことに気づくのだ。
同じことは、3.11 の原発事故にも言えるだろう。2011 年 3 月 11 日の津波と原発事故の前に
は、人々は、原発事故の可能性を仮に論理的には知っていても、それが切迫した可能性で
あるとは信じていなかった。しかし、事故が起きてから振り返ってみれば、地震多発地帯
に原子炉を建設する等、当初から事故はいつでも起きうる状態だったことを自覚すること
になる。
このように、歴史の滑らかな連続性を打ち破るような破局的な出来事が実際に起きたと
き、その〈いま〉の出来事を準備するような可能性が、過去の時間の至るところに身を潜
めていたことが遡及的に明らかになる。先の引用の中で、ベンヤミンが、
「歴史という構造
物の場」が、「均質な空虚な時間」によってではなく、「〈いま〉によってみたされた時間」
によって形成される、と述べていたのは、このためである。しかし、繰り返せば、過去の
中にすでに、そうした〈いま〉が孕まれていたということは、革命のような決定的な出来
事が起きた後でなくては認識されない。どうしてであろうか？ 〈いま〉
（の破局的な出来
事を引き起こすことになる過去の可能性）は、常に、「成就しなかった願望」とか、「失敗
．．．．．．．．
した試み」のように、否定的なかたちで 存在していたからである。それらは、
「成功」へと
至る歴史の中では無視されざるをえない否定的な形式をとっていたからである。
「歴史哲学テーゼ」の別のところで、ベンヤミンは、歴史の構造を、写真の現像の譬え
によってたくみに表現している。それによると、歴史とはテクストのようなもので、その
テクストは、写真板上のイメージと似たような形で存在している。写真板には、確かにイ
メージが保存されているはずだが、そのままではよく見えない。写真の細部がはっきりと
あらわれてくるようにするためには、強い現像液が必要だ。現像液を処理しうるのは「未
来」のみである、とベンヤミンは論ずる。たとえば、フランス革命という現像液処理は、
はるか古代ローマの時代に生まれたヨーロッパの夢を可視化し、それを実現した。つまり、
古代ローマのうちにすでにあり、長い間満たされなかった夢が、フランス革命によって、
初めて成就した、と―少なくともロベスピエールには―感じられたのである。こうし
た状況を、ベンヤミンは、古代ローマのなかに孕まれていた〈いま〉が、歴史の連続の中
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から叩きだされた、と記述したのだ。
こうした歴史の概念は、目的論を強く拒否している。過去の意味を照らし出す出来事は、
常に、
「歴史の連続性を侵す偶発的なこと」として生ずるからである。しかし、その出来事
が起きてしまった後の視点からは、その出来事に至る経緯は、必然の過程だったかのよう
に見えてくる。次のように言ってもよいだろう。その出来事が歴史の連続性を侵している
ということは、それが、
「本来だったらありえなかった可能性」を現実化しているというこ
とだ、と。この意味で、その出来事は、それまでの因果の流れを断つ、決定的な自由な行
為の結果として生ずる（―少なくとも、あたかもそのようにたち現れる）。
ことがらの意味を解き明かすために、もう一つ、顕著な事例を付け加えておこう。ここ
に述べてきたような歴史理解に最もふさわしい実例は、ユダヤ教とキリ スト教の関係であ
る。一方で、ユダヤ教なくしてキリストの到来はありえなかった。しかし、他方で、キリ
ストはユダヤ教からの断絶を画してもいる。キリストの到来という観点からユダヤ教を見
たとき、ユダヤ教のほんとうの意味が見えてくる。キリスト教はユダヤ教理解の鍵である。
その鍵を用いてユダヤ教を見直したとき、われわれは、そこに、
〈生成状態のキリスト（教）〉
を見出すことだろう。
たとえば、古代ローマの人々が、ずっと後にくるフランス革命のことを予知し、
「早くそ
の革命が来ないものだろうか」と待望していた、と見なせば、それは明 らかに間違った歴
史観である。あるいは、紀元前の古代ユダヤ人や異教徒たちが、イエス・キリストについ
ての明確なヴィジョンをもっていて、その到来を今か今かと待っていたと解すれば、それ
もまた誤りであろう。だが、フランス革命が起きてしまえば、古代ローマに―フランス
．．．．．．
革命において初めて実現したものに対する―何らかの渇望がすでにあった のがわかる。
あるいは、キリストの磔刑の後から見れば、実は、その前からずっと―キリストの到来
．．．．．
によってしか解決できないような―憂鬱や不幸や痛みが人々に広く深く共有されていた
ことがわかる。ここで死活的に重要なことは、こうした渇望、憂鬱、不幸、痛みなどは、
出来事が起きてしまった後から見える「錯覚」の産物ではなく、確かに、そこに、その過
去に実在していたと見なすほかない、ということである。それらは、事後的に発見されて
はいるが、確かに初めからあったのである。
＊
さて、同じ見方を「動物／人間」の関係に適用すれば、どうなるかを考えてみるとよい。
「動物→古代ローマ」
「人間→フランス革命」と対応させてみるとよい。その結果をいささ
か素朴に、単純に表現すれば、次のようになるだろう。すなわち、動物には、人間におい
て実現するものが自らには欠けていることに対する痛みがある、といったまさにハイデガ
ー流の結論が導かれることだろう。ここで、次の点に注意しなくてはならない。
「動物の世
界は貧しい」と述べるとき、人間においてゴールに到達する進歩の筋道の中で、動物を劣
．．
った、下等な段階として位置づけているわけではない 。フランス革命において、古代ロー
マの満たされなかった希望が初めて実現したと言うとき、古代ローマを下等なフランス革
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命と見なしているわけではないのと同様に、である。むしろ逆であろう。
こうした事態は、さらに次のように言い換えることができるだろう。古代ローマにおけ
る挫折、そこにおいては満たされなかった願望、そうしたものは、言わば、未来（フラン
ス革命）からの呼びかけに応じようとしていたのだ、と。しかし、応じきることができず、
試みは失敗に終わったのだ、と。
ここで、ベンヤミンの「歴史の天使」のことを思い起こそう。歴史の天使は、どうして、
一般の人々が滑らかな連続を見るところに、カタストロフィックな断絶と瓦礫の山を見る
のだろうか。歴史の天使は、未来から過去を見返している。彼は、実は彼の呼びかけに応
えようとしていた―しかし挫折した―無数の試みが、歴史の連続（と見えるもの）の
なかに潜んでいたことを発見する。瓦礫というのは、そうした挫折のことである。したが
って、未来の他者からの呼びかけに応える行為は、現在においては、誰にも気づかれない
報われぬ夢や願望のようなものとして存在する。それは、意図通り実現した生産物のうち
にではなく、捨てられるゴミや廃棄物のなかに具現される。Ⅰで、私が廃棄物を重視した
のは、このためである。ほんとうは、廃棄物自体に何か価値があるわけではない。そうし
た廃棄物へと至ったことへの挫折感や後悔こそが、未来の他者からの呼びかけに対する応
答になっているのだ。そのことが気づかれるのは、実際に、その未来の時点が到来してか
らのことだが。
プロレタリアートとは、廃棄物となった人間ということである。あるいは、もう少し慎
重に言えば、いつでも廃棄されうる可能性をもった人間が、プロレタリアートである。人
間自体が廃棄物（の予備軍）として扱われているとき、プロレタリアートになる。ここま
での論述から十分に理解してもらえると思うが、念のために述べておくと、このような言
明は、決して、プロレタリアートを貶めるものではない。まったく逆である。廃棄物のよ
うに扱われている、その限りで、プロレタリアートこそは、未来の他者からの呼びかけに
応えようとしていることになるからだ。あるいは、少なくとも、未来からの呼びかけに応
えうる潜在的な可能性を、プロレタリアートはもつ。マルクスがプロレタリアートに託し
た「革命への召命」とは、こうした未来からの呼びかけのことである。それに対して、ブ
ルジョワジーは、資本の現在の運動の中で、駆り立てられている。
階級闘争とは、結局、未来の他者からの呼びかけに応ずるのか、現在のシステムからの
駆り立ての中で生きるのか、いずれを選択するのかをめぐる闘争であると見ることができ
るだろう。二つの階級は、準拠する時間のモードが異なっているのである。

結び
3.11 の原発事故が教えたことは、今日、
「技術の導入」は、未来の他者との連帯の問題で
ある、ということだ。たとえば、原子力発電所を導入するということは、未来の他者、わ
れわれの全員が死んでしまった後に出てくる他者、もしかすると何万年も後の他者に、何
らかの影響を与えるということだ。われわれの意志決定に、どのようにして、未来の他者
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を組み込むのか。われわれは、未来の他者と連帯することができるのか。未来の他者から
の呼びかけに応じることができるのか。ハイデガーの動物論は、ハイデガー自身は意識し
ていなかっただろうが、こうした問いに、肯定的な答えを暗示しているのである。
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技術と倫理
―ハンス・ヨナスとハンナ・アーレント― 1
木村 史人 （福州大学）

はじめに
古代ギリシャの時代から、我々は技術を用いて自然と相対してきた。しかし、現代を生
きる我々の持つ技術は、その力において、近代以前の人類のそれとは比較しえないほど強
大であり、その技術の力が及ぶ範囲は、空間的・時間的に拡張された。このことによって、
従来の倫理学では対象とされなかったような問題が生じる。すなわち、もしも現在の我々
の技術の使用が将来の世代の存続を脅かすとするならば、現在の我々はそれを防ぐべきで
あるのか、あるいはそのために何をす べき であるのかという問題である。
以下、本稿では、現代を生きる我々が直面しているこのような問題を捉えるために、縁
の深い二人の思想家、ハンス・ヨナス（1903-1993）とハンナ・アーレント（1906-1975）の
思想を対決させることとしたい。周知のように、上述の問いは、ヨナスが『責任という原
理』
（1979）において提起した問題である。本論文1.においてまず、ヨナスの提起した「未
来倫理」の内実と射程を明らかにする。その後の2.に、ヨナスの議論を補うものとして、
『人間の条件』
（1958）を中心に、ハンナ・アーレントの議論を考察することとする。その
上で3.においては、二人の思想を重ね合わせ、生産的な捉え直しを試みる。

１．ヨナスの「未来倫理」
1.1

従来の倫理学と「未来倫理」

ソポクレス『アンティゴネー』において詠われているように、古代から人間は技術を用
いて自然と相対してきた。しかし一見人間の技術を称揚しているように思われる『アンテ
ィゴネー』において、
「無制限の発明の才の大きさにもかかわらず、人間は自然力と比べれ
ばずっと小さい」
（PV 19）ということ、そして人間は自然に対して技術を振るっても、我々
を包括する自然（本性）は変わらないという不変性が前提されていたと、ヨナスは指摘す
る。
ヨナスによれば、従来の倫理学の特徴は以下のようにまとめられる。第一に、技術（テ
1

本論文は、2012 年 9 月 15 日に行われたハイデガー・フォーラム（於: 東北大学）での発表「技術
と倫理、その時間性 ―ハンス・ヨナスとハンナ・アーレント」を改題し、内容を大幅に改稿し
たものである。改稿するにあたっては、フォーラムでの質疑応答および、9 月 8 日にフォーラムに
先立って行われたハイデガー研究会（於: 法政大学）での質疑応答で頂いた質問や意見を参考にし
た。貴重な質問・意見を寄せていただいた質問者の方々に、この場を借りてお礼申し上げたい。
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クネー）の領域は、医学を除いて、倫理的に中立とされ、倫理学の対象とはなってはいな
かった。第二に、倫理的に意味があるのは、人間と人間との直接的な関係（自分自身との
関係も含む）であり、それゆえ倫理学が取り扱うのは、時間的・空間的に近接した行為、
結果であり、長期に及ぶ行為、結果ではなかった。またその際、
「人間」の基本的な状態は、
本質上不変のものと見なされており、改変の可能性は考えられていなかった。
以上のように、ヨナスは従来の倫理学を、
「今」と「ここ」において、人間の間に生ずる
行為に関わるものであったと概括する。すなわち、「行為者と、彼の行為に関わる「他者」
は、現在を共有している」のであり、それゆえ「道徳的宇宙は同時代人から成り立ち、そ
の未来地平は、同時代人の予測される生命の長さに制限されて」（PV 23）いたのである。
しかし、現代においては、空間的・時間的な点において技術の力が増大したために、従
来の倫理の枠組みでは扱いえない問題が生じてきている。

従来の倫理学は、人間の生の条件や遠い未来を、それどころか人間という種の実存を配慮する必
要がなかった。ほかならぬこうしたことが今日賭けられており、従来の倫理学や形而上学が、そ
れについての原理すら、完成された教説に至ってはなおのこと提供してはくれない、権利や義務
についての新たな把握が必要となっている（PV 28f.）。

それでは現代という時代に必要とされる倫理とはどのような倫理であるのか。まず第一に、
我々の技術の力が増大したことにより、自然の本性は不変のものではなくなり、
「自然の危
機的な傷つきやすさ」（PV 26）が生じる。そのことによって、従来の倫理学では対象とさ
れなかった、自然、地球の生物圏全体という途方もない規模の対象が責任の対象となる。
第二に、現代においては、「身近さや同時性という垣根」（PV 27） がなくなっている。
たとえ身近な目的のために技術を用いた場合でも、空間的・時間的に大きな広 がりをもつ
因果系列を引き起こす可能性がある。第三に、従来の倫理学において、人と人とが関わる
基本的状況はいつも同じだったのに対して、科学技術は、累積的に世界を改変させ、条件
を新しくし、前例のない状況を生み出す。
以上のことは、倫理における知の役割を変化させる。従来の倫理学において、道徳的に
行為するために必要とされる知は、
「今」と「ここ」という時間的・空間的制約に対応する
知識であり、それは、善い意志を持つあらゆる人間に開かれた種類の知識であった 2 。しか
し現代の倫理学においては、その知は、まず、ある技術を使用した（使用し続けた）場合、
将来何が起こるのかに関わる知であり、次に、その将来の予測は、誰にでも可能なもので
はなく、科学者などの専門的な知識を必要とするものとなった。
またさらに、行為の主体も相違している。従来の倫理学が個人の行為に向けられていた
のに対して、未来倫理は、むしろ公共政策、集団的な全体の行為に向けられている 3 。

たとえばカントは『人倫の形而上学の基礎づけ』序文において、
「人間の理性は道徳的な事柄にお
いては、もっとも通常な悟性〔常識〕においてさえ、容易に大きな正しさと周到さに達しうる」
（『カ
ント全集』第七巻、深作守文訳、理想社、1965 年、17 頁）と述べている。
3 しかし、そもそも集団が責任を担う主体となりうるのか、ということは改めて考察する余地のあ
2
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このように、ヨナスの「未来倫理」は、現在を共に生きる者同士の直接的、相互的な関
係を扱う、従来の倫理学（たとえばカント倫理学）が想定しなかった状況を問題とする。
未来倫理においては、現在の我々と、現在存在しておらず、将来存在するかもしれない者
との、もはや直接的、相互的とはいえない関係が、倫理の問題となる。このような未来倫
理の根拠づけが従来の倫理学とは異なった困難を孕んでいるのは、両者の関係が相互的で
はなく一方的なためである。現在における強盗や殺人に対しては、被害者は抵抗すること
によって自らの権利を守ることができるが、未来世代に対する強盗や殺人においては、被
害者は未だ存在していない以上、抵抗は原理的になされえない。また、技術の累積的な使
用によって将来の破局を予期できたとしても、
「 現在の我々がその破局を回避すべく行動す
る べき である」という当為は即座に導かれない。カントが『実践理性批判』において定言
命法の基礎づけとして用いたのは、論理的な無矛盾性である。すなわち、殺人を是とする
ことは、それを普遍的に適用した場合、自らの生存を脅かすことになるため、定言命法と
はなりえないとされる。しかし、
「たとえ将来において破局が訪れるとしても、現在の享楽
のためにその技術を使用し続ける」ことを我々が選択することは論理的に矛盾しておらず、
そして実際にしばしばその選択がなされている。
「 現在の我々が将来の破局を回避すべく行
動する べき だ」という当為は、現在の不自由（不利益）と比較し、将来へと人類が存続す
ることに価値を認められてはじめて有意味な主張となる。
このようなヨナスが提起した「未来倫理」の問題は、現代を生きる我々に課せられた問
題として、おそらく広く共感・共有されるものであると思われる。しかしなぜこのような
ことが問題となるのか、あるいは問題であるとしても、どのようにそれを根拠づけるのか、
ということは必ずしも明瞭ではない。管見では、ヨナスは『責任という原理』において、
相互補完的な二つの仕方で、この根拠づけを行っているように思われる。第一の仕方は有
名なヨナスの「責任論」であり、第二の仕方は彼の「存在論としての形而上学」である。
以下では、順次ヨナスの議論を追跡することにする。

1.2

責任感情

ヨナスは『責任という原理』の主に第四章において、「それについて倫理学説が全体と
してずっと沈黙していた」（PV 171）、「〔倫理学において中心的な〕役割を、いやそれどこ
ろか道徳理論において表立った何の役割も果たさなかった」（PV 222）「責任」という現象
に目を向ける。たとえ、世界の中に「それ自体善きもの（ An-sich-Guten）」があり、我々に
呼びかけてきたとしても、
「それが私にまで届き、触発し、その結果私の意志をも動かしう
るためには、私の側でも、それに対して触発されうるようにあらねばならない」
（PV 162）。
このような「呼び声に対して触発されうる」状態としてヨナスが挙げるのが、
「責任という
．．
感情（Gefühl der Verantwortung）」である。つまり、
「この 主体をこの客体へと結びつけるよ
る問題であるように思われる。アーレントは、
「独裁体制のもとでの個人の責任」
（1964）において、
「集団的責任」は本当に責任のある者を免責するため、誤りであるとしている（RJ 21; cf. 28）。ま
た、責任については、G. Watson や J. M. Fischer らによる、行為や行為者から責任を論じる立場もあ
るが、本論では紙幅の都合上、彼らの議論に関して主題的に立ち入ることはできない（Watson 2004,
Fischer and Tognazzini 2011）。以後の課題としたい。
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．．．．．
うな、責任の感情 が付け加えられることで初めて、我々はそれのために行為させられる」
（PV 170）。すなわち、
「それ自体善きもの」
（客体）の呼びかけに私（主体）が応答するた
めの蝶番となるものが、責任であり責任の感情であるといえる 4 。
ヨナスは、民法と刑法との違いに反映されるような、二つの責任、すなわち schuldig の
二つの意味に対応するような「法的責任」と「道徳的責任」から議論を出発させる（PV 172）
5 。法的責任とは、たとえば「ペーターはパウルに対して弁償する責めがある（schuldig

sein）」

というように、行為者がその行為の結果に対して責めがある、といわれる場合の責任であ
る。この結果に対して、罰則が科せられる場合もあるが、それは行為と結果とが因果的に
結び付けられ、帰結が予見不可能ではないことが条件となる。それに対して、
「道徳的責任」
とは、原因となる行為を道徳的に罪がある行為として「責めがある！（schuldig !）」と宣告
する場合に、犯人に対して帰せられる責任である。ヨナスがこの「道徳的責任」において
指摘するのは、罰せられるのは行為の結果ではなく行為自体、
「行為の質」であるという点
である。たとえば他者に対してある危害を加えた際、その危害という結果を対象とし、そ
れを補償するために機能するのが民法であるのに対して、刑法は結果を補償するのではな
く、そのような結果を引き起こした行為自体を対象とし、その行為によって乱された道徳
的秩序を立て直そうとする。
ヨナスは、この二つの責任概念の共通点を、第一に、「責任」が実行された行為につい
て事後的に生じること、すなわち過去遡及的（retroaktiv）であることのうちに見る。そし
て第二に、
「責任」が外部（他者）から負わせられることによって現実のものとなるという
ことのうちに見る。言い換えるならば、「法的責任」と「道徳的責任」とは、「行われたこ
とに対する事後的な決算（ex-post-facto Rechnung）」（PV 174）である。
このような事後的な決算としての責任に対して、ヨナスは、「なされるべき行為の決定
に関する」責任、すなわち「力の義務」
（PV 174）としての責任を提起する。そしてこの意
味での責任こそが、ヨナスが提起する「今日必要とされている未来への責任の倫理学」
（PV
175）について話す際、彼が念頭に置いている責任である。ヨナスは、「赤子」を目の前に
した状況において我々が抱く責任感情を「すべての責任の原型（ Archetyp）」
（PV 189）とし
て分析する。ヨナスが「赤子」を例として取り上げるのは、この責任が相互的ではなく、
親から子へと一方的なものであり、そのため現在の世代に対して原理的に抗議できない立
場にある未来世代への倫理である、「未来倫理」の範例となりうるためである。

ヨナスの責任論に関しては、以下の研究を参照した。西村 1997、 久米 2002、 Harms 2003、 兼松
2011、兼松 2012。
5 ヨナスは『責任の原理』においてハイデガーの名を一度としてあげてはいないものの （Cf. Wolin
4

2001, 123）、Schuld の分析から出発するヨナスの責任論のうちに、明らかにハイデガーの『存在と
時間』58 節の議論の影響を見て取ることができる。論者は以前に、ハイデガーの Schuld とヨナス
の責任の関係について私見を述べたことがある（木村 2012）。主題的に『存在と時間』における Schuld
を考究した研究としては、Wulff 2008 や池田 2011 などの研究がある。また、ヨナスとハイデガーの
比較研究、影響史的研究としては、的場 1999、Wolin 2001、Wiese 2008、Vogel 2008 などを参照した。
的場と Wiese はヨナスのグノーシス主義の研究に対して、ハイデガーの影響の大きさを指摘してい
る。
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赤子（新しく生まれた者 das Neugeborene）が息をしているだけで、否応なく（口答えできずに
unwidersprechlich）あるひとつの「当為（べし）」が周囲世界に向けられる。それは、世話をせよ
という当為である。〔…〕私は「否応なく」とは言うが「抵抗なく（ unwiderstehlich）」とは言う
わけではない。なぜなら、あらゆる「当為」同様に、この「当為」も、当然抵抗を受けるからで
ある〔…〕、
〔だが、その子の世話をすべしという〕要求そのものの否応なさと直接的な明白さは、
これによって何も変わらない（PV 235）。

赤子を目の前にしたとき、我々は「世話をせよ」という「当為」を否応なく、口応えが許
されないような仕方で抱く。無論、そのような「当為」をたとえば育児放棄（ネグレクト）
という仕方で無視することはできるし、別の要求によって塞がれてしまうこともある 6 。し
かし、たとえ見ず知らずの赤子であったとしても、目の前で赤子が泣き、憔悴していく様
に直面した時、多くの者はその子の世話をするべきだという「当為」を抱き、我々にその
子の命が責任として課せられていることを自覚するだろう 7 。ヨナスは、そのように感じら
れる責任の構造を分析していく。
この赤子の例からヨナスが読み取ろうとするのは、第一に、我々が赤子に対して責任を
抱くのは、赤子が無力（Ohnmacht）であるためということである。赤子は「現存在の所有
と非所有との独特な関係」（PV 236）にあり、「頼りのない存在が非存在へと懸っているこ
と」
（PV 240）としてある。すなわち、赤子は確かに存在（生存）しているが、自らだけで
は存在を維持することはできないという極度に無力な存在であり、常に非存在へと晒され、
それゆえに親を代表とする周囲の人間による世話を必要とするような、「変化するもの」、
「破滅と崩壊の危機に瀕したもの」、
「 はかなさにおける無常のもの」
（ PV 226）なのである。
第二に、私がその赤子の生存に義務を負うのは、赤子の無力さと相対的に、私が大きな
力を有しているためである。成人同士の関係であっても、しばしば私が有する力は相手を
害するに足るものであるが、それは害するという行為をなす（選択する）ことによる。し
かし赤子との関係においては、むしろ何もしないということによって、その子は害を与え
られる。その子を害しないようにするならば、我々は積極的にその赤子の生存に関わり、
世話をしなければならない。またこの第二の性格に関連して、第三に、そのような赤子は
「私の外にあるが、私の力の及ぶ範囲にあり、私の力に委ねられていたり、脅かされてい
たりする」もの、「その固有の権利において依存するもの」（PV 175）でもある。さらに、
力の「相対性」とは、以上のように責任の対象（赤子）と責任を感じる主体の力の相対性
であるだけではなく、複数の主体が想定される場合、その主体同士の対象へ力の相対性で
あるといえる。たとえば目の前で他人の赤子が泣いているという場合、私が一人でその赤
子と向き合っているのであれば、私とその赤子との力の相対性によって、課せられる責任
が決定されるが、親がその場に居合わせた場合、もしその対象に対して同程度の力を有し
6
7

ここでヨナスが例として挙げているのは、口減らしや祭祀の犠牲などの例である（PV 235）。
Matthias Kettner（1990）の、すべての人が赤子に対して愛情を感じるとはいえない、すなわち普遍
化できないという指摘は正しいだろう。しかし、そのために、倫理学の基礎づけには失敗している
とする結論に対して、兼松は「彼のヨナス理解は適切なものとはいえない」（兼松 2012）と述べて
いる。
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ていたとしても、私が課せられた責任は少なくなる。それは、その赤子は、他人の私より
も肉親の力の圏内にあり、その赤子に対して力を及ぼす権限を、私よりも肉親が相対的に
多く有しており、それゆえ、責任の量と質もまた大きくなるためであると考えられる。そ
の対象（赤子）への力をふるう権限の多寡によって、課せられる責任が決定されるといえ
るだろう。
また、憔悴した赤子を目の前にした場合であっても、たとえばその者が未だ子供で、そ
のまま赤子を放置すればその命が危険にさらされることを認識できない場合、その者に責
任は課せられないといえる。我々が赤子へ手を差し伸べるのは、その子がそのまま放置さ
れれば危険であることを知った上で、それを回避しようとするためである。
この よ う に、 赤 子 にお い て 尖鋭 な 形 で現 れ て い るの は 、 こ の 責 任 が「 知 と 力の 関数
（Function）」
（PV 222）であること、すなわち、
「責任とは力の相関概念（Korrelat）であり、
力の大きさと種類が責任の大きさと種類を規定する」
（PV 230）ことである。我々は何かに
対して力を有することによって、その何かに対して責任を課せられている 8 。すなわち、
「人
間が因果的な能力を持つ主体であることそのものは、人間が外への責任という形で客観的
に拘束されているということである」（PV 185）といえる。
このような状況において責任はその「否応なさ」において現れる。言い換えれば、ヨナ
スは責任を単なる主観的な感情ではなく、我々がそれに客観的に拘束されるもの（否応の
ないもの、口答えできないもの）として考えている 9 。しかし、このような「人間が外への
責任という形で客観的に拘束されている」ことは、すぐさま具体的に道徳的な行為（たと
えば赤子にミルクを飲ませる）を現実に行うことではない。そうではなく、人間が「否応
．．．．．．．．．
なく」責任に拘束されているとは、「呼びかけに触発されうる可能性 を備えているために、
．．．
人間は潜在的にすでに「道徳的な存在者」であり 、またそのことによって非道徳的にも存
在しうる」
（PV 164）こと、いいかえれば責任へと拘束されていることによっては「人間は
まだ道徳的であるとは言えないが、道徳的にも非道徳的にもなりうるという意味で、人間
は道徳的存在者である」（PV 185）ということである。この意味で、ヨナスの「力の関数」
としての責任の分析は、我々が実際に「道徳的」・「非道徳的」に行為することを可能にす
る条件の解明であるといえる。
ヨナスが現代という時代において「未来倫理」を提唱しなければならなかった理由は、
以上のような「力の関数」としての責任概念から理解できる。現代を生きる我々の持つ技
術の力は、かつてとは想像を絶するほどに増大しており、それと相対的に自然は脆弱に、
傷つきやすくなっており、未来世代は存続の危機に立たされている。こうした状況におい
たとえば、同種の責任を抱く者として、ヨナスは運転手や船長を挙げるが、彼らは乗客の安全な
どに関して力を有する（意のままにできる）からこそ、乗客の安全などに対する義務、責任を負っ
ているのである（PV 176）。また「親」と並んで「政治家」がこの責任の分析の対象として挙げら
れているのも、「政治家」が国の命運を左右するような（権）力を持つためであると考えられる。
9 責任が客観的に課されるということは、看過しえない重要な点である。もしも責任が主観的な感
情であり、人によって生じたり生じなかったりするものであるならば、我々が他者の責任を指摘す
ること、あるいはその責任の不履行や放棄を「責めあり」と糾弾することは困難となる。我々がそ
のような指摘、糾弾を行うことができるのは、責任への拘束が客観的であり、否応がないためであ
る。
8
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て、人類に課せられた責任は、かつてとは比較を絶する程に大きなものとなっている ので
ある。
しかし、なぜ責任は「知と力の関数」として生じるのか、とヨナスの問いをさらに進め
ることは無益ではないだろう。我々は、目の前の赤子に対してその生存だけではなく、行
為にも責任を負う。たとえば放置していた刃物で赤子やまた別の者が傷ついた場合、それ
は行為の主体である赤子の責任ではなく、そこに刃物を放置していた大人（親）の責任と
なる。それに対して、対等な他者の行為や生存に対しては、我々は責任を負わない。しか
し、たとえば成人同士であったとしても、タクシーの運転手は乗客の安全に対して、責任
を課せられている。この問題については、以下ヨナスの目的論を考察した後に、アーレン
トの議論を踏まえることで、再度考察することとしたい。

1.3

目的と価値の形而上学 ―未来倫理を根拠づける原理の探求

ヨナスは『責任という原理』第三章において、倫理学を最終的に基礎づけているような
形而上学として独自の目的論を提起する。従来は、世界に人間が存続すること
（Anwesenheit）は、疑問の余地のない所与、前提であり、倫理学はこの前提から、個々の
行為を対象とした。しかし、現在では、未来における世界と人間の存続が危うくなったこ
とによって、この所与、前提が義務づけの対象となる。しかし、
「こうした世界―人間が
．．
住むにふさわしい世界―が、未来もずっと存在すべき であり、未来もずっと、人類の名
前に相応しいものたちが、世界に住み続けるべきである｣（PV 33）ということは一般的な
主張としては理解・共感できるかもしれないが、い かなる論拠から根拠づけられるのか。
ヨナスは、この未来倫理の原理探求のために、
「倫理学という名の行為の理論を超えて、
すべての倫理学を最終的に基礎づけているに違いないような、形而上学という名の存在の
理論に歩みを進める」
（PV 30）。なぜなら、人類が存続すべきであるということ、系列が続
いていくべきだということは、系列の外からしか、
「最終的には形而上学的にしか根拠づけ
られえない」（PV 35）ためである。それゆえヨナスは、「「未来倫理」の第一の原理は、そ
．．．
．．
れ自体は行為論としての倫理学のうちに はなく、
〔…〕第一の原理は、存在論としての形而
．．
上 学 のうちに」（PV 92）あると述べる。
このヨナスの形而上学的根拠づけは、本論文前節 1.2 で考察した責任論と相補的な関係
にあるといえる。ヨナスの責任論は、世界の中に「それ自体善きもの」があり、我々に呼
びかけてきたとしても、私の側に、その呼びかけを聞き取り、それに応える能力がなけれ
ば、呼びかけは意味をなくすため、この呼びかけの声を聞く能力として「責任という感情」
を考察するものであった。この責任を抱く主体を考察する責任論に対して、彼の存在論と
しての形而上学とは、同一の状況における、
「客体的」側面を、すなわち世界の中に「それ
自体善きもの」は存在しているのか、存在しているとすれば何がそれを善きものとしてい
るのかを考察する議論であるということができる 10 。
ヨナスは、「倫理学は客体的側面と主体的側面とを持ち、一方は理性に、他方は感情に関係する」
（PV 163）と述べる。また『生命という原理』
（1973）のエピローグにおいては、「倫理学の根拠づ
けとしての存在論は哲学の根源的立場であった。「客体的」領域と「主体的」領域の区分であるよ

10
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「存在しなければならない世界の中で人間が存在しなければならないのか」という倫理
的・形而上学的問いに対して、ヨナスは、「人間にとっての善（ Gut）だけではなく、人間
以外の事物にとっての善をも探すということ」、すなわち、「「目的（Zwecke, ends）それ自
体」の承認を人間という領域を越えて拡大すること」
（PV 29; cf. IR 8）を試みる。まずヨナ
スは、目的とは、
「何のために」という問いに答えを与えるものであり、そのためにある経
過が起こったり、ある行為が企てられたりするものと指摘する。目的を認識することによ
って、対象が目的にどの程度適しているのか、つまり目的を達成するのにどの程度役立っ
ているかについての判断が可能になる。我々が「目的」を事物において見て取ることによ
って、ある目的に対する有用性という基準による「良さ」、つまり何ものかに対する「価値」
が決定される。
ヨナスは、ハンマー、時計、法廷、歩行、消化器官においてそれぞれ「目的」を考察し
ていく。
「歩行」のような人間と動物の随意的な身体行動において、目的や目標を通した決
定が実際に行われていることは明らかである。こうした目的や目標を、主体は持ち、実現
している。ヨナスは、この主体が目的を持つこと、そしてこの主体が自然と連続的である
ことから、自然も目的を持つと述べる 11 。
いずれにせよ、明白に主体的なもの（これは常に個別的でもある）は、高度に発達した自然の表
面現象であるということを再確認するならば、その明白に主体的なものも自然に根差しており、
その本質は自然と連続している。それゆえ、両者は「目的」に参与している。その生命という証
拠によって、〔…〕 目的は元々自然に内在していたのだと我々は言おう（PV 142）。

しかしヨナスは、自然が目的を持つということによって、自然や消化器官、体細胞、原始
的有機体が心を持つと主張しているわけではない。
「 生物体全体の内部での消化や消化器官
には、たとえ一貫して非意識的、しかも不随意にであっても、目的が内在し」、そして「ま
さにこの生物体の自己目的としての生命」を目的としている。それゆえ、
「事実的には目的
はすでに自然の中に現存し、それどころか事物の自然本性の中に目的がある」
（PV 144） と
される。そして「そもそも目的を持つことができるという能力の中に、我々は善きものそ
れ自体（Gut-an-sich）を認めることができる。こうした善きものそれ自体が、存在しては
いるが何の目的も備えていないということよりも無限に優越している」（PV 154）と述べ、
このことは直感的に明らかであるような「存在論上の公理」であるとする。さらにヨナス
は、次のように述べる。

うな、両者〔すなわち、存在論と倫理学〕の区分は、現代の運命である」（PL 402）と述べられて
いる。
11 意識と自然との連続性についての詳細な議論を、ヨナスは、
『生命という原理』（1973）において
行っている。たとえば、「精神」や「自由」について、「「精神」が最初から有機的なものにおいて
まったく前もって形成されているなら、自由もまたそうである。事実我々の主張は、物質交代、あ
らゆる有機的実存の基層が、自由を認識させるのであり、それどころか、それ自身が自由の第一形
式であるということである」（PL 17）と述べられている。
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〔…〕目標を目指すというこのあり方そのもののうちに、我々は、存在が非存在よりも良いもの
．．．．
として絶対的に 措定する存在の根本的な自己措定を認めることができる。あらゆる目的において、
存在が自らを肯定し、無に反対する表明を行っている（PV 155）。

目的を有するものは、存在しないよりも存在するべき善きものなのである。人間を含む地
球上の生命は、このような意味で善きものである以上、それが将来絶滅することを避ける
べきだ（すなわち無となることよりも存在し続けることを選ぶべきだ）という、
「存在擁護
への責務」、
「存在に対する責任」、すなわち将来の人類が存続するために現在の我々は尽力
しなければならない、という当為、義務が導出される。

1.4

『責任という原理』における責任論と目的論の関係

『責任という原理』において提示された責任論と目的論は、責任が生じるという状況を
主体・客体という両面から分析するものであるといえる。論者は、二つの議論を、責任が
生じるという倫理的な状況を理解するためには、どちらも欠かすことができないという意
味で、相互補完的なもの、言い換えれば、責任論だけでは、責任が生じる状況を十全に説
明することができないと考えている。なぜなら、我々がある赤子を目の前にしたときに課
せられる責任、そしてその責任を果たさないことで科せられる倫理的 な非難は、
「知と力の
関数」としての責任の理解からだけでは説明できないように思われるためである。
たとえば、自分で買ってきた果物を冷蔵庫に入れ忘れ、腐らせてしまう、という状況を
考えてみたい。この果物を腐らせてしまったのは、他の誰でもない「私の責任」である、
と言うのは自然な言明であろう。果物は購入した私の所有物であり、それゆえ私の力の圏
内にあり、また放置すればすぐに痛んでしまうということを、私は予測できた。すなわち
私はその果物とその腐食に対して、大きな知と力を有していた（その気になれば腐食を止
めることができた）のであり、それゆえその果物に対して責任を課せられていたといえる。
しかし、この果物の例と、赤子の例を同列に並べることには、多くの者が違和感を抱くの
ではないだろうか。
二つの例は、共に責任の対象（赤子と果物）が私の力の圏内にあり、また放置すれば死
亡・腐食してしまうということを私が知っていた、という点を共通点とする。しかし、赤
子を放置させ死亡させた場合、課せられていた責任を果たさなかったこと（無責任であっ
たこと）に対する非難は倫理性を帯びるのに対して、果物の腐食に対してはせいぜい「も
ったいない」というにすぎず、倫理的な非難は起こらないか、起こったとしても非常に軽
微であるように思われる。両者の相違はどこにあるだろうか。論者はさきほど二つの例の
共通点を指摘する際に、
「死亡」と「腐食」という言葉を使い分けたが、我々は通常、果物
が腐ることに対して「死亡」とはいわず、赤子が亡くなることを「腐食」や「だめになる」
とはいわない。
「腐食」や「だめになる」とは有機的生命を持たないもの・失ったものもが、
その組織を崩壊させることを意味するのであり、両者（赤子と果物）は生命を持つか否か
という点に大きな違いをもつといえる。ヨナスの議論は、赤子を見捨て死なせるという意
味での無責任を我々が倫理的な悪と感じ、その一方で果物を腐らせるという意味での無責
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任を、そうは感じないということを説明する。すなわち、一方を倫理的な悪と感じ、他方
をそうは感じないということは、赤子自体が生命を有し、目的を志向する「善きもの」で
あることから説明できるだろう。
『責任という原理』におけるヨナスの目的論は、以上のよ
うな彼の「知と力の関数」としての責任論だけでは説明し得ない責任の倫理性の次元を補
完するものとして位置づけられるように思われる。
本節では、ヨナスの「未来倫理」の根幹を成す、彼の責任論と目的論を検討し、最後に
その関連について述べた。しかし、ヨナスの『責任という原理』における責任と目的の関
係については、いまだ未解決な問題が存しているように思われる。それは、第一に、責任
の対象と感情の関係はどのようであるのか、という問題であり、そして第二に、責任を感
じる主体において責任と目的志向的であることはいかに整合的に捉えられるのかという問
題である。以下では、この二つの問題を課題として明確化しておきたい。
責任の対象と責任の感情との関係については、すでに果物の腐敗を例にあげて、生命の
有無という観点から、一定の考察を試みた。しかし、我々は通常、人間とそれ以外の生物
との間にも何らかの区別を設けていると思われる。たとえば、蚊を叩くことに良心の呵責
を覚える者はいるかもしれないが、それと殺人を同列に並べることはナンセンスであろう
し、道を歩いていて車に轢かれた動物の姿を見て、痛ましいと思うことはあるだろうが、
子供や老人が同じ状況にあった場合と、同じ行動を起こす者は稀であるだろう。ヨナスが
いうように、目的を有するということにおいて我々人間と動物とは共通しており、目的志
向的であることはそれ自体で善きものであるとすれば、我々人間とその他の生物とは等し
く善であり、区別はなくなるように思われる。ヨナスの目的論によって、生命を有するも
のとそうでないものの間の区分は明確化されたが、生命を有するものの間の区分、つまり
動物と人間の間の区分は、未だ明確化されていないといえる。
さらに、
『責任という原理』において語られていないのは、責任を感じる主体、我々自身
において目的志向的であることと責任という感情は、いかに整合的に捉えられるのかとい
うことである。我々も動物も、目的志向的であるという点は共通している。しかしその一
．．
方で、ヨナスは「人間のみがただ責任を持ち うる」（PV 185）とも述べている。すなわち、
我々が責任を感じることと我々自身が目的志向的であることとの関係、さらに 責任という
感情を持つのは人間だけであるとするならば、責任を持つことを可能にし、有機的生命と
我々人間とを区分する条件は、
『 責任という原理』においては不明確であるように思われる。

２．アーレントの活動性の分析
以上のような問題意識のもとで、以下ではヨナスと友人でもあり、同門の哲学者でもあ
る、ハンナ・アーレントの『人間の条件』（1958）と同年の論文「歴史の概念」（1958）の
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議論を参照してみたい 12 。アーレントを召喚するのは、第一に彼女もまた、現代の技術に
ついての問題意識をヨナスと共有していたと考えられるためであり 13 、第二に彼女の労働、
制作、活動という三種の活動性による人間分析をヨナスの議論と重ね合わせることで、上
述の問題が生産的に解決されることが期待できるためである。

2.1

労働・制作・活動

アーレントは『人間の条件』において、人間存在を、三種の基本的な人間の活動性（activity ）
、
すなわち労働（labor）、制作（work）、活動（action）から成るものとして考える。労働とは、
人間が生命であることに対応する活動性である。人間の肉体が生命として維持されるため
には、食物を獲得し、消費しなければならない。このような「生命の必要性（the necessities
of life ）
」（HC 84）、「消費財（the consumer goods ）
」（HC 94）を獲得する活動性が労働であ
る（cf. HC 7）。それに対して、アーレントは、労働の生産物とは非常に異なった本性を持
っている、「世界の物（the things of the world）
」 を製作する活動性を制作と呼ぶ。
以下ではまず、労働と制作とを比較する形で、この二つの活動性を捉えたい。アーレン
トは、制作の特徴のひとつを、
「 対象を作り上げる際に従うべきモデルに導かれて（under the
guidance of a model）行われる」（HC 140）という点に見出す。この目的であるモデルが実
現されたとき、制作は終わる。制作された物は、目的であり、生産過程がそこにおいて終
わるという二重の意味において、「最終生産物（an end product ）
」（HC 143）と呼ばれる。
このような「明確な始まりと明確で予見できる帰結（a predictable end ） を持っているとい
うことが製作の印である」（HC 143）のであり、制作者は自ら目的を定め行為をはじめる
ことができ、その帰結を予見し、統御することができる主人である（cf. HC 122; BPF 59）。
また、人間の手で生み出された物は、すべてもう一度人間の手によって破壊することがで
き、また同じものを製作することも可能であるために、制作は、後述するような活動と違
って、不可逆的ではない。
それに対して、労働は、常に同じ円環に沿って動き、「終わりがなく（unending ）
、生命
そのものに従って自動的に進む」（HC 105f.）能力であり、その「労苦と困難」が終わるの
はこの有機体が死んだときである（cf. HC 98）。さらに、労働は、生命の必要に従属してい
るために、意図的な決定や設定された目的によってはじめられるのではない。すなわち、
「労働する動物は生命過程の反復的なサイクルに閉じ込められ、労働と消費の必要に永久
に従属するという苦境（predicament ） に立たされている」（HC 236）のである。
ヨナスとアーレントとを相互比較する試みとしては、Wolin 2001、Harms 2003 をあげることがで
きる。特に Harms は二人の思想の全過程に関する詳細な比較研究を行っている。
13 ハンス・ヨナス『回想記』288 頁参照。
また、アーレントは『人間の条件』において、現代技術の異質さ、危険性を指摘している。たと
えば、アーレントは自然科学が「不可逆的で「返ることのない過程」の科学」となったと述べた後
に、「人間は常に、自分の手によるあらゆる生産物を破壊する能力をもっており、今日では、人間
が造ったのではないもの―地球と地球の自然―さえ破壊する潜在能力を持つようになった。人
間は、活動を通じて始めたどんな過程についてもそれを元に戻せはしなかったし、またこれからも
元に戻すことはできないだろう、それどころか、その過程を安全に意のままにすることもできない
のである」（HC 232f.; cf. HC 148f.）と述べている。
12
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また、アーレントは制作と労働の区別を、生産される物の違いのうちにも見ている。労
働の生産物は、「触知できる物のうちで最も耐久性の低いもの」（HC 96）であり、労働は
「実際、背後に何も残さず、努力の結果が努力を費やしたのとほとんど同じくらい早く消
費される」（HC 87）。すなわち、労働は「最も世界性がなく、同時にすべての物のうちで
最も自然的である」（HC 96）ような消費財を生産する。それに対して、制作されたものは
「安定性（stability ）
」と「固さ（solidity ）
」を持つ。すなわち、世界の物は、それを使用す
る人間に対して、しばらくの間は抵抗し、「対立し」、持ちこたえることができ、人々の生
命と活動の絶えず変化する運動に持ちこたえ、それを超えて存続する。そしてこの人間の
工作物の安定性と固さ、耐久性が、人間に住処を与える。無論、工作物の「安定性」と「固
さ」は相対的なものであり、使用されれば損耗し、いずれは解体してしまう。しかし、消
費されるものにとって、消費、解体こそ本質的であるのに対して、この工作物にとっては、
解体は、使用や制作の目的ではなく、付随的なことである点に相違がある（cf. HC 136f., 167,
173）。
アーレントは、上述のような労働と制作とは異なる能力として、活動を定義する。活動
とは、
「物あるいは事物の介入なしに直接人々の間で行われる唯一の活動性」
（HC 7）であ
り、「多数性（plurality ） という人間の条件、すなわち一人ではなく、多数の人間が地球上
に生き世界に住んでいるという事実に対応している」（HC 7）とされる。活動とは無数の
人間の間に張り巡らされた「諸行為の網の目（the web of the acts ）
」（HC 188）において行
われる。
この活動の機能の一つは、個々人のユニークな差異性、正体を暴露することにある。
「 人々
は活動と言論において、自分が誰であるかを示し、そのユニークな人格的アイデンティテ
ィを積極的に明らかにし、こうして人間的世界に現れる」（HC 179; cf. HC 176）。しかし、
その当人の「何（what）」ではなく、その当人が「何者（who）」であるのかの暴露を当人
が意図して行うことは不可能であり、他人には明確に現れる「正体」が、本人の眼には全
く隠されたままになっている。
さらにこの暴露は、人々の間にあって、人々を関係づけ、人々を結びつけるものによっ
て仲介されている。この仲介者とは第一に、利害や物理的な世界の介在者、世界のある客
観的なリアリティであり、第二に、アーレントが「網の目」と呼ぶ、活動が開始されると
きにはすでに存在している他者との関係である。活動は「常にすでに存在している網の目
の中で行われる」（HC 184）のであり、「言葉と行為によって、私たちが自分自身を人間世
界の中に挿入すること」（HC 288）なのである。このように同様の活動能力を持つ他者へ
向けられているために、またさらに別の他者へ影響を与えずにはおれない。活動は「網の
目」の中でその影響が波及していくために、活動の結果には限界がない。そしてこのため
に、活動は、その結果が予知できないという「不可予見性（unpredictability ）
」という特徴
を持つ。人間は、
「確かに一方では、何か新しいことを始めることができるのに、同時に他
方では、新しく始めた活動の帰結を意のままにできないどころか、予見することさえでき
ない」（HC 235; cf. HC 244; BPF 59f., 84）のである。
このように活動がその正体を暴露しながら、当人には隠されたままになっていること、
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そして活動の結果が不可避的に予見不可能なことによって、活動する者は制作者のように
主人ではなく、またその活動の意味も当人には明らかにはならないということが活動の特
徴である。しかも、このような活動は、一度生じてしまったら、取り消すことはできず、
再びやり直すことはできないという「不可逆性」という特徴を持っている（cf. HC 220）。
学会での研究発表を例として活動を考えてみよう。学会での研究発表に当たって、発表
原稿を書くという行為は思考を物化する過程であり、相応の苦労はあるものの、発表者自
身の原理的に意のままになりえる（コントロールできる）行為、それゆえその結果を予見
可能な行為である。それゆえ、この発表原稿の執筆という行為は、アーレントの三種の活
動性の区分に従えば、自分の言いたいこと（目的）を実現するという制作に当たる行為と
いえる。それに対して、実際の発表やその質疑応答は、他者たちとの関係において行われ
るために、原理的にその結果が予見不可能な行為であるといえる。無論、発表者は自分の
考えを伝えることや良い評価を受けることを目的として発表に望むが、その発表を聞いた
聴衆に伝わるのか、どのような評価を下されるのか、そしてどのような質問がされるのか
は、発表前には予見不可能である。ある人にとっては良い発表であっても、別の者にとっ
てはそうではないということがあり、また自分が重要だと考える箇所は一切評価されず軽
い気持ちで書いた表現が評価されることもあれば、想像すらしていなかった観点から質問
されるということも珍しいことではない。このように発表は、それぞれ異なった関心を持
つユニークな他者たちの間でなされる行為であるために、その結果は予見不可能であり、
また同じ発表と質疑応答は二度とできないという不可逆性をもち、さらにその当人が何者
であるかを暴露するという特徴を有しているといえる。
またさらに、活動の意味を行為者が知りえないのは、その時点では、行為の帰結が予見
不可能であるためである。発表がどのような反響を引き起こすのか（引き起こさないのか）
を事前に予見することはできず、その発表の意味は発表後に、場合によっては数十年後や
死後に明らかになるということもあるだろう。つまり、アーレントが、「〔…〕その〔活動
の〕完全な意味がそれ自身を明らかにするのは、それが終わったときのみである」
（HC 192）
と述べるように、ある行為の意味は、少なくとも、その行為が終わらなければ明らかには
ならず、またそもそも活動は、無数の他者が織り成す「網の目」の中で行われ、
「その結果
には限界がない」（HC 190）ため、その意味は常に変動しうる。
しかし「不可予見性」や「不可逆性」という活動の一見否定的な特徴づけは、活動が「創
始（initiative ）
」、「始まり（beginning）」であることと密接な関係にある。アーレントは「始
まり」の本性を「以前に起こっただろうあらゆるものからは予期できないような何か新し
いことが起こる」（HC 177f.）こととする。私たちがこの世界の中に誕生すること（「第一
の誕生」）は、それ以前の人間とは異なった唯一の存在の出生であるために、新しい「始ま
り」である。またそのような一人一人がユニークな存在である人間のそのつどの活動もま
た、誕生という事実に対応するような「第二の誕生」として「始まり」の性格を有する。
我々はそもそも活動の主人ではなく、また、活動の過程を統御することはできず、そして
また活動はユニークな個人がユニークな他者へ向けて行われるためにその結果を予測する
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こともできないゆえにこそ、活動は同じものの繰り返しであることはできず、不可避的に
常に新しい「始まり」である。

2.2

三種の活動性の関係

本節では、2.1 で示された三種の活動性の関係について考察を深めたい。労働と制作と
は次のような仕方で連関している。生命過程の反復的なサイクルに閉じ込められ、労働と
消費の必要に永久に従属しているという苦境にある労働を救うのが、制作である。制作は、
道具を作り出すことによって、労働の苦痛と困難を和らげるだけではなく、耐久性を持つ
世界をも製作する。生命過程の反復的なサイクルを超えて存続する世界を製作する制作に
よって、労働は救済されるのである。
しかし、労働を救済する制作は、
『人間の条件』において批判されてもいる。アーレント
は『人間の条件』において―おそらくハイデガー『存在と時間』の道具分析を念頭にお
いて―製作経験の一般化（the generalization of the fabrication experience ）
」
（HC 157）、およ
び使用者である人間そのものを、目的と手段の究極目的とする人間中心的な世界理解を批
判的に考察している（vgl. SZ 86f.） 14 。制作の目的（end）は、「目的が手段（means）を正
当化し、その上、目的は手段を生みだし、組織する」（HC 153）という特徴を持つ。たと
えば、木材が樹木の殺傷を正当化し、テーブルが木材の破壊を正当化するように、目的は、
材料を得るために自然に加えられる暴力を正当化し、また必要とされる専門家の数などを
決定する。原理的には無限に連続しうる手段と目的の連関が終わるのは、他のすべての目
的を目的たらしめるような、
「目的自体（end in itself ）
」、
「意味（meaning）」があるときであ
る。しかしそもそも、制作者の世界においては、意味は目的としてのみ現れるが、目的と
は、それが実現されると目的であることを止めるものであるため、
「目的自体」、
「意味 」は
永続的、固定的なものではありえない。このような制作による世界理解において、制作の
対象である自然や製品は、単なる手段となり、それ自体に固有の「価値」を失い、最終生
産物として目的であったはずの物の世界は貶められてしまう。すなわち、
「手段性を持つ製
作だけが世界を建設する能力を持っているにもかかわらず、世界の実現を支配した標準が、
世界の成立後もその支配を許されるならば、この同じ世界が、用いられた材料と同様無価
値となり、さらなる目的のための単なる手段となる」（HC 156）ことを、アーレントは問
題視する。確かに、制作者の目的‐手段連関は、人工的な世界を実現するためには用いな
ければならないが、その世界が完成された後もその世界に対して用いられるならば、制作
者は存在する一切のものを自分自身のための単なる手段、使用対象物として考えることに
より、世界から意味が失われる。
制作におけるこのような苦境を救済する能力を、アーレントは活動のうちに見る。

アーレントとハイデガーの関係については、Villa 1996, 梅木 2004、Villa 2008, 寿 2007, 森 2008 な
どを参照した。特に梅木はアーレントの制作論とハイデガーの連関を指摘し、アーレントは「ハイ
．．
．．．
デガーと共に 、また彼に反して 、活動と仕事を区別しつつ」
（梅木 2004、42 頁）議論を行っている
としている。
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〔…〕制作人（homo faber）が 、 無意味性（meaninglessness）、「あらゆる価値の低落」、そして手
段と目的のカテゴリーによって決定される世界では有効な標準を発見 できないという不可能性
という苦境から救われるのは、意味のある物語を生産するような、〔…〕活動と言論という相互
に連関した能力によってのみである（HC 236）。

このように、活動は制作によっては見出すことが困難な意味を与えることで、制作の苦境
を救う。しかし反対に、制作も活動に寄与している。それは、第一に、耐久性がなく他者
に依存しており、空虚であるような、活動の産物に対して、持続性を与えることによって
である。
それら〔活動と言論と思考〕は、それ自体でなにも「生産」せず、生まず、生命そのものと同じ
ように空虚である。それらが世界の物となり、偉業、事実、出来事、思想、観念の様式になるた
めには、まず見られ、聞かれ、記憶され、次いで変形され、いわば物化（reify）されて、詩の言
葉、書かれたページや印刷された本、絵画や彫刻、あらゆる種類の記録、文書、記念碑など、要
するに物にならなければならない（HC 95）。

すなわち、活動は、第一に、それを見、聞き、記憶する他人が存在し、第二に、触知でき
ないものを触知できるものに物化することによって、初めてリアリティを得、持続するも
のとなる。そして、この物化をなすのは、制作者である。この意味において、
「活動し語る
人々は、最高の能力を持つ制作人（homo faber）の助力、すなわち芸術家、詩人、歴史編
纂者、記念碑建設者、作家の助力を必要とする」（HC 173）のである。
先ほどの学会発表の例を再度用いて、活動と制作の関係を考えてみたい。複数の他者に
よる活動である質疑応答は、往々にして記憶にとどめられるだけであり、レコーダに録音
するか筆記するかしなければ、記録には残らない。質疑応答によっては何か世界のうちに
残る物は生産されず、それが記憶の風化を免れるためには、アーレントが述べるように、
「物にならなければならない」（HC 95）のである。この意味で制作が活動を助けるという
のは、理解が容易であるだろう。しかし、ただレコーダに録音された音声が、意味のある
物語であるといえるだろうか。
すでに述べたように、活動の意味は、結果の不可予見性ゆえに活動の当事者には明らか
にはならず、「物語作者である歴史家が過去を眺めるときのみ」（HC 192）、すなわち物語
の中に位置づけるときのみ明らかになるという特徴を持つ。つまり、
「物語とは活動が必ず
生み出す結果であるとしても、物語を感じ取り、それを「作る」のは活動者ではなく、物
語作者である」（HC 192）。物語とはただ複数の出来事を羅列することではなく、重要な活
動や出来事を選択し連関づけながら語ることであるといえる。たとえば 1927 年の『存在と
時間』の出版はそれだけでは哲学書の出版というありふれた出来事に過ぎないが、当時の
哲学界の反響や、その後の幾人もの哲学者への影響、現在も続く全集の刊行などの出来事
と結び付けられることで、大きな意味を持つ出来事となる。このような重要な活動や出来
事と連関づけながら物語ることは、たとえば「ハイデガーの哲学の意義を明らかにする」
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という目的を設定し、無数にある歴史的な出来事から、その目的にとって意味のある出来
事を選択し、結びつけることによってなされる。しかしだからと言って、語られる物語は
歴史家の恣意によって改変可能なものであるとは、アーレントは考えない。アーレントは
「歴史の概念」において、「称賛は、〔…〕すでに「偉大な」事柄、つまり他のすべてから
それらを区別する際立った輝きを持つ事柄、栄光を可能にする事柄にのみ、与えられた」
（BPF 47）と述べ、さらに次のように述べている。
偉大な行いや偉大な言葉は、それが存続する短い間、その偉大さにおいて石や家のように現実的
であり、そこにいるすべての者が見聞きしうるものだった。偉大さ（Greatness）は自ら不死性へ
と高まり行くものとして容易に認識できた（BPF 52）。

すなわち、歴史家によって物語られるべき活動や出来事は、歴史家の恣意的な選択に委ね
られているのではなく、それ自体で固有の意味を持つ偉大なものとされる。物語作者とし
ての歴史家の役割は、目的を設定した上で、それ自体において意味を有する出来事を選択
し、整理しながら語ることであるということができるだろう。

３．責任と目的
3.1

目的の相違

本論文では、まず1.においてヨナスの『責任という原理』の責任論と目的論とを考察し、
その後の2.では、アーレントの『人間の条件』における活動性についての議論を確認した。
以下では、まず両者の人間理解を重ね合わせることで、同一点と相違点を確認することと
したい。
ヨナスが、動物との一貫性において人間を捉えようとし、そのことによって倫理の対象
の範囲を人間以外の存在に対しても拡大しようとしているのに対して、アーレントは「労
働」を動物と共通する活動性とみなしてはいるが、
「制作」と「活動」とは人間固有の活動
性とみなしている。このことは、ヨナスの目的論における目的と、アーレントの制作論に
おける目的は一致しないということを示している。ヨナスが生物全般に共通する「目的
（Zwecke, ends）」として一貫して捉えているものを、アーレントは、労働における「生命
の必要性」と制作の「目的」という異なった活動性の向かう先として明確に区分している
といえる。
アーレントの議論からヨナスを捉え直すことで、本論文 1.4 において論者が提起した、
．．
ヨナスの議論では「人間のみがただ責任を持ち うる」ということを説明しきれないのでは
ないかという問いに生産的に答えることが可能となる。すなわち、アーレントの労働と制
作の区分を導入し、制作を行うのは人間のみであり、そして責任という感情は制作という
．．
活動性と密接に関係しているといえるのであれば、
「人間のみがただ責任を持ち うる」とい
うことを整合的に説明できるだろう。
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しかし、制作と責任とはそのような関係にあるのだろうか。本論文 1.4 において提起し
た問い、目的と責任との関係についての問いを、アーレントの活動性についての議論から
改めて捉え直す必要がある。以下ではまず、本来対等な者同士で責任が生じる場面を考察
し、次に対等ではない者に対する責任を考察することとする。

3.2

本来対等である者同士の責任

本来対等な者同士で生じる責任を明らかにするために、論者はタクシーの運転手の運転
を例としてあげたい 15 。タクシーの運転手は、速やかに乗客を目的地へ送り届けることを
目的としタクシーを運転するのであり、乗客の安全に対して責任を課されている。まず、
このタクシーの運転手の運転という行為が、アーレントの活動性のどれに当てはまるのか
を考えてみたい。まず運転は、活動と同様に、目に見えるものを何も産出せず、乗客や他
の運転手という他者に関わる。しかし、ある場所までタクシーを運転すること、あるいは
タクシーを用いて乗客を移動させることとして明確な目的（end）を有し、この目的が実現
されたときその行為が終わる。さらに、そのような目的以外にも、収入を得ることという
生活のための必要性を動機としてもいるだろう。タクシーの運転手の運転という行為は、
目的を有しているという点で制作的であり、同時に生活のためになされているという点で
労働的でもあり、さらに他者との関わり、産出物を残さないという点で、活動的でもある
といえる。以上の分析は、必ずしも一つの行為がアーレントの三種類の活動性のどれかに
明確に分類されるとは限らず、三種の活動性が一つの行為において多層的に働いている場
合があるということを示しているだろう。しかし、タクシーの運転という行為では、多層
的に働く三種の活動性の内で、労働は非本質的な契機といえるように思われる。なぜなら
タクシーの運転において、たとえば働かなくても十分な貯えがあり、趣味としてタクシー
を運転する者も、運転手とみなされるためである。それでは、タクシーの運転という行為
において、制作と活動のどちらが優位に立っているのか、それとも二つの活動性は同じ程
度に働いているのか。以下では、このタクシーの運転手の例を、責任論という観点からさ
らに詳しく検討していく過程で、この問いに答えることにしたい。
タクシーの運転手が乗客（の安全）に対して責任を課せられているといえるのは、ヨナ
スの議論を用いれば、乗客に対して相対的に大きな知と力を有しているためであるいえる。
すでに述べたように、力の「相対性」とは二重であり、第一に、責任の対象と責任を感じ
る主体の力の相対性であり、第二に、複数の主体が想定される場合、その主体同士の対象
へ力の相対性である。しかし、第二の意味において運転手が自分以外のタクシーに乗った
乗客に対して責任を課されないのは明白であるため、以下では、第一の意味に限定し、す
なわち運転手と乗客の間の力の相対性に限定し、考察を進めていく。 この相対的な知と力
とは何であろうか。この力とは無論腕力のことではなく、ヨナスによれば、タクシーを運
転することによってある程度乗客の身命について意のままにしうる力を有していることで
ある（PV 176）。この「それについて意のままにしうる（Kontrolle darüber）」とは、意のま
ヨナスは船長の乗客に対する責任を例として挙げているが（PV 176）、本論文ではタクシーの運転
手を例とすることとする。
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まにして良い、ということではなく、乗客の安全を 脅かす力を運転手が持つということで
あり、言い換えれば乗客の安全を預かるということである。
大人と子供ではなく、本来対等であるはずの大人同士の関係で、このような相対的な力
の偏り、力の付託が行われる仕組みを、アーレントの制作論における「目的」についての
分析を用いて、考察していきたい。タクシーの運転手と乗客は、
「ある場所までタクシーを
用いて移動する」という目的を共有しており、その共有がなされている間だけ乗客はタク
シーに乗る。そして、力の相対性とは、この目的の実現に対する優先性の多寡であるとい
える。つまり運転手は、
「ある場所までタクシーを用いて移動する」という目的を主導的に
実現しうるのに対して、乗客はその目的が果たされることに受動的に参加する。目的の実
現に対して乗客よりも多くの知と力を有することによって、その者は「運転手」として規
定され、相応の責任を果たすことを期待されることになる。運転手は、目的地への到達と
いう目的を見通し、その目的のために道を選択し、車を運転するのであり、その際に用い
られた手段（車の運転や道の選択）に対して、責任を課せられる。たとえば車の運転を誤
り乗客に怪我を負わせたことに対して、あるいは道を誤り、時間を余計にかけてしまった
ことに対して、運転手は責任をとらねばならない。
以上の考察から、タクシーの運転手が乗客の身命をある程度意のままにしうるのは、両
者が共通の目的を志向し、その上で運転手がその目的の実現に対する優先性を持つためで
あるといえる。いいかえれば、ある共有された目的を実現することに対する序列が形成さ
れ、運転手も乗客もこの序列を無自覚であったとしても受け入れ肯定したことによるとい
える。この目的の共有とその実現に対する序列の肯定とによって、その者は「運転手」や
「乗客」として規定され、一定の役割を果たすことが期待されるようになる。このことを
確認するために、乗客が「乗客」という役割を果たさないような状況、すなわちたとえば
乗客が無理やりタクシーを運転しようとし事故にあった状況を考えてみたい。この状況に
おいて、事故の責任は、運転手にではなく、乗客にあることは明白である。このような帰
責対象の変更が起こるのは、この場合でも目的（ある場所までタクシーを用いて移動する）
は共有されているものの、その実現に対する力の相対性、目的の実現に対する優先性の序
列が乱され、逆転しているためであると分析できる。すなわち、本来は目的の実現に対し
て対等ではない乗客が、運転者に付託されるべき目的に対する優先性を奪取しているため
に、そのことによって起こった事故に対する責任は運転手にではなく、乗客にあるといえ
る。ここまでの分析によって、先ほどの問い、タクシーの運転において、本質的であるの
は制作か活動かという問いに、答えることができると思われる。タクシーの運転における
他者との関係は、目的を実現するための優先性、序列によって規定され、対等ではない関
係である。アーレントによれば、活動は対等な者同士でなされる活動性であるために、タ
クシーの運転は活動ではないといえる。
このタクシーの運転手の例は、ヨナスが「知と力の関数」と呼んだ責任の実相を、さら
に詳細に捉える契機となる。知と力とは、まず、ある目的の知であり、それを実現する知
と力、必要とされる手段の選択に関する優先性であるといえる。この意味での知と力にお
いて人間同士の間に相対性が、すなわち目的の実現への優先性の序列が生じるとき、ある
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者は別のある者の身命や行動に対する責任を課せられるのである 16 。
以上の考察において明らかになったのは、アーレントの意味での目的が、本来対等な者
同士の間で責任が生じる機構の本質的な部分を担っているということである。我々は目的
を他者と共有し、その目的の実現に対して優先性を持つとき、他者に対する責任を課せら
れる。目的志向的であることは、他者に対して責任を課されることが生起するための条件
であるといえる。また責任が、
「知と力の関数」であるとは、目的を共有した上でのそれを
実現するための知と力の相対性によって責任が課せられることであると明らかになった。
以上のように、アーレントの活動性の分析を踏まえ、ヨナスの責任論を捉え直すことによ
って、なぜ人間のみが責任感情を有するかが明らかになる。動物は必要性に強制され労働
を行うが、目的を設定し、制作を行うことはない。それに対して、人間は目的を設定し、
制作を行う。責任を抱くことは、このような目的の設定を条件とするがゆえに、我々人間
のみが責任を課せられうるのである。

3.3

対等ではない者への責任

ヨナスが提示する赤子の例を、アーレントの議論を踏まえた上で、タクシーの運転手の
例と椅子職人の例を比較しながら、再考してみたい。ヨナスは、赤子に対して我々が相対
的に力を有することによって、我々に責任が課せられていることを明らかにした。我々が
赤子へ手を差し伸べるのは、その子の危機を回避するためであり、言い換えればその子の
健やかな成育を目的（end）としてである。
それでは、アーレントの議論を用いて、このヨナスの赤子の例を捉えなおしたい。先に
考察した、タクシーの運転手の例において、運転手と乗客は目的を共有し、その実現への
優先性が異なることによって生じる知と力の相対性が、運転手に責任を課していた。この
タクシーの運転手の例と比較した場合、赤子の例における最大の相違点は、目的が共有さ
れないという点にあると思われる。赤子は、ある目的を設定し、その実現のために手段を
選択し行使する制作的な知を持っているとは考えられず、それゆえ世話をする者との目的
の共有は原理的になされえないといえる。赤子は喉の渇きや空腹に突き動かされ泣くが、
それらはアーレントの活動性の区分では、労働の動機となる必要性に当たるだろう。

我々の生活において成人同士の間で責任が発生する例としては、医者と患者、教師と学生、軍隊
内での上官と部下の関係などが考えられる。
また、活動の「不可予見性」という消極的な性格を軽減させ、人間関係を予見可能なものとする
ためには、活動を制作と支配に代えることが有効であるとされてきたと、アーレントは指摘してい
る（HC 220f.）。目的が共有されない場合、また目的が共有された場合でもその実現に対する優先性
が生じない場合、つまり対等な者同士の場合、その行為の目的と帰結は殆ど一致しない。しかし、
目的が共有され、その実現に対する優先性が生じる場合、つまり対等ではなく序列が生じる場合、
上位の者が下位の者の行為を予測することは、容易となる。たとえば、軍隊において目的とその目
的を果たすためになす手段（行為）を選択する権限は、殆ど部下には与えられず、上官の指示通り
に動く部下こそが理想的な部下といえる。それゆえ、たとえば軍事演習などでは目的と帰結は殆ど
の場合一致し、想定外のことは殆ど起こらないと予想できる。しかし、敵との戦闘においては、敵
は目的を共有していない対等な相手であるために、目的と帰結は殆ど一致せず、想定外のことが頻
繁に起こると予想される。

16
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世話をする者の行為は、職人が木製の椅子を製作する場合と同様の目的‐手段の機構に
従って、行われる。すなわち、椅子職人は、椅子の完成を目的に、木に対して道具（鋸や
金槌）を用いるのに対して、赤子の世話では、赤子の健やかな成育を目的として、赤子に
対して手段（ミルクなど）を用いる。両者は共に目的を持たない対象に対して、一方的に
行為を加えるという点を共通点としている。しかし、椅子の場合、さらなる目的（使用や
販売）が想定されるのに対して、赤子の場合はさらなる目的が想定されず、赤子の生育が
目的それ自体とされる場合が多い、という点が相違しているといえる 17 。
さらにまた、木材がそれ自身の必要性を持っていないのに対して、赤子が自らの必要性
という動機を持っているという点を重要な相違点としてあげることができる。たとえば木
材を机へと加工する過程において、その行為が正しいか間違っているかということは 、木
材自身からは規定されない。その行為の正誤は、第一に、目的に対して適切な仕方で行わ
れているか否かということによって、判断される。たとえば机をつくることを目的として
いるのに、鋸も金槌も持たず、カッターナイフで木を切ろうとすることは明らかに適切で
はない。しかしそれに対して、まだ生きているものの健やかな成育を目的とした場合、そ
の対象自身の必要性が基準となり、その対象への世話の正誤が決定される。たとえば、お
しめを取り替えてほしくて泣いているにも関わらず、ミルクを与え続けるのは間違った行
為であるといえる。
我々は先に、倫理性の次元を明らかにするものとして、ヨナスの目的論を位置づけたが、
労働と制作、必要性と目的を区分するアーレントの議論を踏まえたことによって、さらに
考察が深められたということができる。すなわち、目の前で泣いている赤子を世話をする
という行為を我々が善であると感じるのは、善きものとしての赤子の必要性に適った仕方
で目的を設定し、手段を選択することをなしえているためである。それに対して、放置し
死なせてしまうことを罪悪と感じるのは、赤子の必要性にそぐわない目的を設定するか、
それとも適切な手段を選択しなかったためである。すなわち生物一般の有する必要性は、
その生物へと適用される目的‐手段連関の正誤の基準として機能するのである。

3.4

赤子と動物

前節において明らかにされたのは、赤子への責任において、目的と必要性がいかに関係
しているか、ということであった。そこで赤子は、目的を持たず、必要性だけに突き動か
される存在として考察された。しかし、動物もまた必要性に支配されているという点では、
人間と共通している。それでは、赤子と動物は同じ種類の存在といってよいのであろうか 18 。
しかし常に赤子の世話が赤子の健康的な成長を目的それ自体として行われるわけではないことは、
忌まわしい人身売買やストレス発散のはけ口にされ虐待される例などが示しているだろう。また椅
子職人の制作は多くの場合、別の目的のために行われているといえるが、芸術家の創作の場合、制
作そのものが目的それ自体となっている場合も考えられる。そのため、目的それ自体であるか否か
という点は、本質的な相違点とはいえない。
18 アリストテレス以来、西洋では長い間、動物は人間よりも下位にあるとされてきたが、現在では
この区分は自明とはみなされず、動物が道徳的地位を持つか否か、はたして人間と動物の道徳的地
位に区別があるのか否かという問題は、活発に議論されている（シンガー1986、ドグラツィア 2003、
伊勢田 2008）。このように現在では、動物と人間の道徳的地位に区別があるのか否かということは
17
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たとえば牛を育てる場合を考えてみよう。牛の健やかな成育だけを目的とした場合、飼
い主の世話が適切であるか否かということは、その牛飼いの手段が、その牛の必要性に適
っているのかということによって判断される。しかし牛飼いは多くの場合、牛の生育を目
的自体とはせず、別の目的（搾乳や肉の販売）のために牛の世話を行うが、このことは、
一般的に倫理的な悪とはされていない（少なくとも現在の日本において罪とはされない）。
それに対して、赤子の世話を目的それ自体とはせずに、他の目的（人身売買）とすること
や、赤子の健やかな成育以外（ストレス解消）を目的として赤子に関わることは、倫 理的
な悪とされる。すなわち、牛に対しては牛自身を目的それ自体として設定することは強制
されない（それ以外の目的を設定しても倫理的には悪とされない）のに対して、赤子に対
しては、赤子の成育自体ではない別の目的を設定して関わることが、倫理的に咎められる。
確かに、多くの者は、牛が食肉となるために殺される場面を目の前にしたときや、通り道
で車に轢かれている犬を見たとき、心を痛めるだろうが、やはりそのとき抱く感情は、そ
れが人間であった場合、しかも赤子であった場合とは異なっているだろう。ヨナスの目的
論に従えば人間の赤子も動物も共に目的を志向しているという点で善きものであり、アー
レントの活動性についての分析に従えば両者は共に目的を持たず、必要性に従うという点
で共通しているのにも関わらず、両者の生命が失われることについて我々が抱く悲しみの
感情と、その生命に対して抱く責任感情は、相違している。この相違は、何に由来するの
だろうか。以下では、アーレントの活動を他者との関わりという観点から解釈した後に、
再度赤子について考察することとしたい。
活動とは、「多数性 」 という人間の条件に対応している対等な人々の間で行われる活動
性であり、当人には隠された「何者」であるのかの暴露、その結果の「不可予見性」とい
う特徴を持つ。すなわち、人間は、
「確かに一方では、何か新しいことを始めることができ
るのに、同時に他方では、新しく始めた活動の帰結を意のままにできないどころか、予見
することさえできない」のである。たとえば、先に挙げたタクシーの運転手の例を考えて
みるならば、目的地へ着くための運転は、活動ではない。運転は、目的地への到着という
目的を実現することであり、運転手と乗客は同じ目的を共有しながら、その目的の実現へ
の優先性が異なることによって、両者はその目的の実現に対して対等な者ではなくなり、
「運転手」と「乗客」という役割に規定される。すでに確認したように、運転手と乗客が
互いの役割を果たさず、序列を侵犯するとき（乗客が無理に運転しようとする とき）、言い
換えれば、対等な者として振舞おうとするとき、目的は完遂されなくなり（事故が起こり）、
その失敗に対する帰責の対象が変更される。
しかし、運転手と乗客の間で交わされる活動性のすべてが、活動でないわけではないだ

自明とはいえないものの、しかしやはり我々は、人間と動物とに対して異なった倫理的感情を抱く
ように思われる。本論文は「種差別」を前提・肯定するものではなく、我々が人間と動物とに対し
て異なった倫理的感情を抱くとすれば、なぜそのような相違が生じるのかという条件を解明しよう
とするものである。
しかし、本論文では、「動物の権利」論の議論を十分に生かすことができず、3.4 で行われた動
物と人間に対する責任の分析を、これらの議論の成果を踏まえて、精緻に捉え直すことは、論者の
以後の課題としたい。
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ろう。たとえばタクシーの中で交わされる世間話について考えてみたい。無論この世間話
においても、運転手にとって乗客は「お客」である以上、両者は友人同士のように完全に
対等というわけではない。しかし、世間話においては目的の共有が多くの場合なされず、
なされたとしてもその実現にどちらも優先性を持たないという点で、両者は対等であり、
それゆえ世間話は制作的ではなく、活動の特徴を有するといえる。たとえば昨日の贔屓の
サッカーチームについて話したいという目的を持って話し始めても、往々にして話題は脱
線し、天気や野球、政治経済、家族への愚痴などになったりする。仮に両者の贔屓のサッ
カーチームが同じで目的が一致したとしても、そのチームへの評価や考え方が相違してい
ることによって、やはり話は思いもよらない方向へいくことは日常的であるだろう。この
ように世間話は、その帰結（end）を予見しえず、また世間話によってその者の人間性が一
定の仕方で暴露されるという、活動の特徴を持つといえる。さらに、その意味もまたその
時点では明らかではない。大抵の世間話は意味のないものといえるが、何気なく言った（言
われた）一言が相手の人生を大きく変えることは皆無ではない。そのような場合、その世
間話は大きな意味を有していることになるが、話者はその時点ではそれを知ることはでき
ない。
ここまでの本論文の考察を踏まえ、アーレントの制作と活動を捉え直してみたい。対等
な人間同士の間でなされる活動においては、たとえ目的（end）をもって活動を始めたとし
ても、その帰結（end）は当初の目的とは多くの場合一致しない。これは制作との明確な相
違点であるといえる。この「不可予見性」の原因として、目的と手段という二つの局面に
おける齟齬を指摘することができる。すなわち、対等な者としての他者は、こちらの設定
した目的を必ずしも共有せず、また共有したとしてもその目的の実現に対してどのような
手段をとるのか、どちらが主導権をとるのかが規定されていない。それゆえに、この他者
との協働においてなされる活動は、目的の実現という仕方で繰り返されることが可能な制
作とは異なり、常に「新しさ」を帯びるのである。
さてそれでは、制作を行い得ない存在である赤子は、このような活動を行う他者といえ
るのだろうか。赤子は、多くの場合、親の想像を超えた行動を取るのであり、赤子を育て
るということは毎日新鮮な驚きに満ちているというのはよく聞く話である。しかし、やは
り赤子が活動を行っているとは言いがたいように思われる。
「不可予見性」は、第一に、互
いに異なった目的を持っていること、第二に、同一の目的を持っていたとしても、その実
現に対してどちらも優先性を持たないことによって生じるという以上の分析を踏まえるな
らば、ただ予想外の行動を取ることは、活動における目的と帰結の不一致としての「予見
不可能性」ではないといえる。それゆえ、赤子が目的を持たず、この意味で対等な存在で
はありえないならば、赤子は活動を行い得ないことになる。赤子の予想外の行動は、やは
り活動ではなく、必要性によって促された労働であるといえるだろう。
本論文のここまでの考察は、赤子が制作も活動もなしえず、動物と同様に労働をなしえ
るだけであるということを明らかにしただけであるように思われる。しかし、両者には明
確な違いがあるようにも思える。アーレントが死すべき者としての人間存在の特徴と考え
る「可死性（mortality）」とは、生物的な生命ではない。生物学的な生命（ζωή）が循環運
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動を描き、種の一員として存在することであるのに対して、人間の生（βίος）は「個別的
な生（individual life）」、すなわち「誕生から死までの生の物語」（BPF 42）として、直線的
な運動の軌跡を描く 19 。このような意味で人間は、
「唯一の死すべきもの」
（HC 18）である
（cf. HC 96f.）。
アーレントは、
「単独の事例、行い、出来事が日常生活の循環運動を遮るのと同じ意味に
おいて、死すべきものの直線的な生（βίος）が、生物学的な生命の循環運動を遮る」
（BPF
42）と述べる。人間の活動が労働における同じことの繰り返しを妨げるのと同様に、人間
の生はそれ以外の生命の循環的運動を妨げるものである。出生が「第一の誕生」と呼ばれ、
活動が「第二の誕生」と呼ばれるのは、新しい「始まり」として、共に生命過程の循環性
を妨げるためであるといえる。たしかに、赤子は目的を持たず、活動を行っていないが、
赤子は出生によってすでに始まったものであり、
「唯一の死すべきもの」として、死へと続
く直線的な人間の生（βίος）を生きている。このように「唯一の死すべきもの」として赤
子は、将来意味を持ちうる存在、物語として語られうる存在なのである。動物は活動を行
わない以上、原理的にいかなる意味も持ちえず、物語として語られえない存在であるのに
対して、赤子は現在何の活動も行っていないとしても、そして将来その生がどのような意
味を持つのか不確定であるとしても、意味を持ちうる存在として目の前にいるのである 20 。

おわりに
本論文ではまず1.において、ヨナスが『責任という原理』において提唱した「未来倫理」
における責任論と目的論とを考察した。1.4において論者が指摘したのは、『責任という原
理』における目的論は、責任論だけでは露開しえない責任の倫理性の次元を補完するもの
として位置づけられうるということである。しかし、1.におけるヨナスの『責任という原
理』についての考察では、ヨナスの目的論と責任論との連関の解明が、第一に動物と人間
出生あるいは誕生についてアーレントは、
『愛と聖アウグスティヌス』
（1996）において、
「我々が
誕生を通して世界に入ってきたという事実」
（LSA 52f.）と呼ぶ。また、アーレントのアウグスティ
ヌス論、特に「想起」や「記憶」に関しては、すでに、岡野八代、森一郎、森川輝一らが、重要な
指摘を行っている（岡野 2007、森 2008、森川 2010 参照）。
20 誤解してはならないのは、我々が物語の中に組み込み、意味を与えることによって、赤子と動物
が区別されるというわけではないという点である。すでに指摘したように、アーレントは偉大さは
居合わせたすべての者に容易に認識できるものである（cf. BPF 52）と述べているのであり、物語
られうる出来事の意味はそれ自体で露わとなっている。
しかしながら、アーレントにおけるそれ自体で露わとなる「偉大さ」について、ある活動を偉大
なものとそうでないものと分ける基準、根拠は何かということが精察される必要がある。また併せ
て、ヨナスの「善きもの」への考察も、深化させる必要があるように思われる。つまり、ヨナスは
目的志向的であることからその善性を根拠づけるが、果たしてこれが十分な議論であるのかを再度
検討する必要がある。西村義人は、
「未来のみを配視しているヨーナスの「未来倫理」においては、
「我々を背後から押す力」の考察が不十分で」（西村 1997、133 頁）あると述べ、ヨナスの議論の
不備を指摘している。西村はこの不備の補完を、R・ベネディクトが『菊と刀』で示したような、
「「過去全般の恩恵」に対する知恩・感恩・謝恩・報恩」
（同上）という日本的な「恩」の観念によ
ってなそうとしている。しかし本論文では、これらのテーマをさらに深めて考察することはできな
かった。以後の課題としたい。
19
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の相違の根拠への問いとして、第二に人間における責任と目的との連関として、課題とし
て残された。
1.において課題として残された問題に取り組むために、2.においては、アーレントの『人
間の条件』で展開される三種の活動性について考察した。この 2.における考察を踏まえ、
3.では再度、ヨナスの議論へと取り組んだ。3.2における考察で明らかとなったのは、目的
を設定することは、我々が責任を課せられるための条件であるということである。本来対
等なはずの人間同士において一方に責任が課せられるのは、両者が目的を共有した上で、
その実現に対して一方が優先性を持つことによる。このことが示されたことによって、人
間のみが責任を持ちうることの理由は、人間のみが目的を設定しそれを実現しうるためで
あるということが明らかとなった。その際、さらにアーレントの対等な者同士の間でなさ
れる活動が「不可予見性」という特質をもつ理由を、目的と手段の齟齬として明らかにも
した。
しかし、3.2における考察は、未だ目的を設定し得ない者である赤子に対して、我々が責
任を持つのは何故かということを課題として残した。そこで3.3では、未だ必要性しか持た
ない赤子に対する世話がどのような責任を有するのかということを、机職人の制作と対比
しながら明らかにした。3.3において明らかとなったのは、赤子は必要性を持つという点で、
木材と大きく異なる存在であるということであり、この必要性が、世話をする者の目的設
定とその目的実現の手段の基準となるということである。
しかし、3.3における考察は、赤子と動物との相違については、いまだ不十分なものにと
どまっていた。そこで3.4においては、アーレントの活動を捉え直し、人間の「個別的な生」
を動物の循環的・生物学的な生命と対比した。そのことによって、赤子の生が直線的な軌
跡を描く物語として語られうるものであるということのうちに、赤子の動物に対する相違
性を見出した。
以上の本論文の考察の成果は、ヨナスが『責任という原理』において提起した責任論を
目的論との関係において捉え直すものであったが、このように責任の本質を明らかにした
上で、再度ヨナスの「未来倫理」へ目を向けてみたい。まずヨナスも指摘しているように、
現在世代と未来世代とでは目的の共有は原理的になされえないために、対等な者同士 の間
で課せられる責任は、
「未来倫理」における責任の範例とはなりえない。さらに赤子の例に
おいて示されるような、対等ではない者への関係において生じる責任もまた、単純に未来
世代への責任の範例とはなりえないといえる。なぜなら、赤子に対する行動の目的と実際
の行為が適切か否かを判定する基準となるのが、赤子の必要性であるが、未来世代は未だ
生存していない以上、必要性も未だ有していないためである。さらに 、赤子と動物とを区
分するのが「出生」によって開始される、物語られうるものとしての直線的・非循環的な
生であったが、未来世代は未だ誕生していないためである。
本論文が明らかにしたのは、
『責任という原理』において責任の範例的な状況として提示
された赤子の例すら、未来倫理の原理となるような責任を明らかにするためには不十分で
あるということである。確かに、我々は未来世代へ大きな知と力を有している。しかし、
その知と力の内実は、対等な他者や対等ではない赤子への知と力と大きく性格を異にして
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おり、それゆえ未来世代への責任の内実も異なることが想定される。赤子への責任は未来
世代への責任のメタファーとはなりえるかもしれないが、二つの責任の間には、赤子への
責任と対等な者同士の責任の間にあったものと同程度の懸隔があるだろう。いまだ目的も
必要性も有し得ないまだ誕生していない者たちへの責任をどのように論じるべきであるの
かが、改めて問われねばならないと思われる。
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アレーテイアから死すべきものたちの公共空間へ
後藤 嘉也 （北海道教育大学）

しかし、このすばらしい友好的な集団の中に、残念ながら
〔…〕友好的なソヴィエト家族から切り離された人々がいる。
―V・グロスマン『人生と運命』齋藤紘一訳

存在するもの（存在者）が存在するという出来事は、存在するものが立ち現れ、現在・
現前 1 することであり、また現前せずに隠されることでもある。存在するというこの事象に、
ハイデガーは、過去の哲学者、詩人などと対話するという仕方で近づいた。1930 年代から
は、ヘルダーリーンやニーチェとならんで、ソクラテス以前の思索者たちが大きい手がか
りとなった。
本稿は、
「ギリシャ人が思考したことをもっとギリシャ的に思考する」
（GA12, 127）とい
う務めを自分に課したハイデガーによるアレーテイア（真理）やピュシス（自然）の解釈
から出発し、アーレントなどにも学びながら、存在するものが現出し隠れる場を死すべき
ものたちの公共空間として粗描したい。留意したいが、アレーテイアから公共空間に向か
うとは、アレーテイアという始まりをかなぐり捨てることではなく、来るべきアレーテイ
アに赴くことである。これは、ハイデガーが思考をしたことをもっとハイデガー的に思考
することでもありえよう。およその歩みは次のとおりである。
１．ハイデガーにとって、いっそうギリシャ的に思考するとは、ギリシャにおける最初
の始まりという異他のものと、ドイツ的なものという自らに固有なものとを対決させるこ
とによって、別の始まりを準備することである。２．アレーテイアは、最初の始まりでは
隠されていないさまだが、来るべき別の始まりでは存在することの明るむ場、つまり、存
在するということが人間に隠れつつあらわになるのを可能にする場所となる。３．アレー
テイアはギリシャではポリスというかたちをとった。明るむ場は政治の成立する空間とし
てはポリス、倫理の生じるそれとしてはエートスである。４．ハイデガーを読み直すなら、
明るむ場に帰属するのは複数の死すべき人間たちであり、到来すべき明るむ場は死すべき
ものたちの公共空間という可滅的な場所である。５．それは、絶対的に相異なる人々が顕
現し隠れてしばし共に存在する地上の場所であり、私は、この場所であらゆる他者と対決
1

現在（Gegenwart）と現前（Anwesen, Anwesenheit, Anwesung）はどちらもいま眼前にあるという意
味でほとんど同義だが、現前は広い意味では非現在・非現前（不在）をも含む。現在しない事象も
広義では現前し存在している。誰かが一瞬前に発した声も私の死も、狭い意味では現前・現在しな
いが広い意味では現前している。
「存在するとは〔広義で〕現前することである」（GA51, 112）。な
お、ハイデガー全集からの引用は次の略号によって指示する。
GA Martin Heidegger Gesamtausgabe, V. Klostermann
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し他者を歓待するという不可能な可能性によって私であることができる。

１．ギリシャ的、ドイツ的 ―既在のもの、将来のもの
ギリシャ人が思考したことを彼らよりもギリシャ的に思考すると言うが、パルメニデス
ならパルメニデスの思考を忠実に再現するのがまっとうな態度ではないか。ハイデガーの
強引さはしばしば批判される。たとえばバイアーヴァルテスは、ソクラテス以前の思索者
たちの箴言をドイツ語の古語にさかのぼって解釈するというやり口などに目を付けて、ギ
リシャ的なものをいっそうギリシャ的に思考するとは、事実上は、いっそうドイツ的に思
考することでしかない、と断じた 2 。それらの解釈が展開された 1930 年代後半以降がナチ
党（国民社会主義ドイツ労働者党）支配の時代だったことがバイアーヴァルテスの念頭に
あることは疑えない。
しかし、日本固有のこれこれとか、韓国固有の何々とか言われるときのように、ギリシ
ャ的なものを永遠不動の本質のように考えることはできないだろう。ドイツ的なものにつ
いても同じである。
「本質」や「固有の」といった語と深く関連する「帰郷」というハイデガーの愛好する
語彙も、かつて存在した楽園を原状回復することではなく、固有なものを新たに獲得する
ことである。本質を意味する Wesen という言葉をハイデガーがしばしば動詞（wesen）や動
作名詞（Wesung）に変形するのはそのためである。第二次世界大戦のさなかに彼が語るに
は、「いま準備されているような種類のものの歴史的諸瞬間にあっては、ただの「逆戻り」
はどれも自己欺瞞である」
（GA53, 81）。振り返れば、すでに『存在と時間』
（1927 年）にお
いて、時間性とは既在しつつ現在化する将来という統一現象であり、本来的に既在する仕
方である反復（取り戻し）は「現に既在していた現存在の諸可能性への帰還」（SZ 3 , 385）
であった。帰郷はその意味での反復である。
42 年夏学期講義『ヘルダーリーンの讃歌「イスター」』は、ドーナウ上流を詩作した「イ
スター」といういわばドイツ的なものと、
『アンティゴネー』のコロスといういわばギリシ
ャ的なものを対話させた。ヘルダーリーンの詩の唯一の気遣いは「自らに固有のものとい
う故郷に安らぐ」
（GA53, 60）ことにあるが、そのためドイツ人はドイツの外部を流浪しな
くてはならない。流れとは「歴史的人間の居場所と遍歴」（152）であり、歴史の根本真理
は「異他のもの（Fremdes）と自らに固有のもの（Eigenes）との対決という掟」（61）にあ
る。故郷なるものは、故郷を離れて異他のものと対話し対決することをとおしてはじめて
存在する。
異他のものとは、一連のヘルダーリーン講義ではギリシャ的なもののことであった。ギ
リシャ的なものという異他のものも、ドイツ的なものという固有のものも、歴史学的研究

W. Beierwaltes, Heideggers Rückgang zu den Griechen, Bayersche Akademie der Wissenschaften, München, 1995, S.
19.
3 M. Heidegger, Sein und Zeit, 15. Aufl., M. Niemeyer, 2006
2
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によって確定される客観的事実ではなく、対話ないし対決のなかではじめて生成する。そ
うだとすると、ギリシャ的なものをいっそうギリシャ的に思考するとは、たんにいっそう
ドイツ的に思考するナショナリズムではない 4 。ハイデガー自身の解説によれば、それはギ
リシャ人が思考したことをその本質の由来において見抜くことであり、このまなざしはそ
れなりにギリシャ的だからである。けれども同時に、見抜くことそのことは「もはやけっ
してギリシャ的ではない」（GA12, 127）。

．．．．．
ハイデガーが既在のものに帰るのとは一見対照的に、アーレントは、「新しいもの とは

古いものを改善して再確立したものだと理解する」5 西洋の伝統の典型に代えて、純粋な自
発性という深淵によって古いものから隔てられた自由（freedom）の設立、新たな始まりを
希求した。自分たちの企ての絶対的な新しさを強く意識していたアメリカ革命の人々にと
って、始まり（beginning, Anfang, principium, ἀρχή）の行為を恣意性から救うのは、その行
為の始まりがそれ自身の原理をふくんでいるという事実にあった 6 。アルケーは始まりにし
て原理である。
彼らにとって、新たな始まりとはローマの復元ではけっしてなかったものの、「新しい
ローマ」を創設することであった 7 。アーレント自身、新しく始めるために古典古代以来の
伝統に立ち戻り、それを解体しつづけた。ギリシャとローマの差異を際立てないという点
ではハイデガーと違っているが、アルケーの潜勢力を生かして新たな始まりを準備すると
いう志向は共通である。ハイデガーがソクラテス以前という最初の始まり、既在のものに
さかのぼるのも、別の始まり、将来のものを準備するためであった。
もっとギリシャ的に思考するとは、ギリシャにおける最初の始まりという異他のものと、
自らに固有なものとを対決させることによって、別の始まりを準備することである。最初
．．．．．．．．．．．．
の始まりがなければ別の始まりはなく、またその逆でもある。 二つの始まりのあいだには
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
ボールのやりとりのような対話と対決がある 。
したがって、次に見るように、アレーテイアやピュシスについてのハイデガーの思考も、

「イスター講義」では時流を揶揄して、
「ギリシャ人は、たいていの「研究成果」で国民社会主義
者として現れる」（GA53, 98）と述べられた。したがって、ヘルダーリーンにおける異他のものた
ち へ の 愛 を ハ イ デ ガ ー が 母 国 へ の 帰 還 を 命 じ る ナ シ ョナ リ ズ ム に 仕 立 て た と い う 批 判 （ Th. W.
Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 11, Suhrkamp, 1990, S. 456（邦訳『文学ノート 2』高木昌史他訳、みす
ず書房、2009 年、171-172 ページ））は倒錯である。ハイデガー自身、戦後ほどなくしてではあるが、
故郷をめぐる自らの思考を、愛国主義やナショナリズムから明確に切り分けている（GA9, 338）。
戦中にも、ヘルダーリーンに即して、「故郷から離れて異他のもののなかへ」（GA52, 175）という
方向を指示した。これを侵略戦争のメタファーとして読むのが牽強付会であることは、異他のもの
がギリシャ的なものだという点だけからも気づかれよう。しかし、ギリシャ語とドイツ語以外の言
語の語源という視点が排除されているというバイアーヴァルテスの指摘（Beierwaltes, loc. cit.）は看
過できないし、ハイデガーがドイツ的なものとギリシャ的なものに特権を与えたことはたしかであ
る。そのうえ、ヒトラー政権下で学長職を引き受けて半年後の講義では、ギリシャの始まりに立ち
戻る試みは、ギリシャ的なものを完成するというより、「原始ゲルマン族の本質の根本的諸可能性
を汲み出し支配させるために」（GA36/37, 89）行われる。
5 H. Arendt, The Life of the Mind, Vol. 2, H. B. Jovanovich, 1978, p. 216.（邦訳『精神の生活 下』佐藤和夫
訳、岩波書店、1996 年、257 ページ。）なお、本稿における引用文中の強調はすべて原著者による。
6 H. Arendt, On Revolution, Penguin Books, 1990, p. 212.（邦訳『革命について』志水速雄訳、ちくま学芸
文庫、2010 年、338 ページ。）
7 Ibid.（前掲邦訳、337-338 ページ。
）
4
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ギリシャ人が考えたことの復元や改善をめざすものではない。「既在の到着」（GA12, 146）
とは別の始まりであって、来るべきアレーテイア、来るべきピュシスである。それはアレ
ーテイアであると同時に、もはやけっしてアレーテイアではない。

２．アレーテイア、明るむ場 ―最初の始まり、別の始まり
「過去の箴言はつねに一つの神託である。君たちは、将来を建築する者、現在を知る者
としてのみ、それを理解するだろう。」 8 ソクラテス以前の思索者たちの箴言を、ハイデガ
ーは現在を見つめ将来を準備するものとして解釈する。
ギリシャ人にとって、真理（Wahrheit）と訳されるのが通例のアレーテイア（ ἀλήθεια,
ἀ-λήθεια）は、隠されていないさま（Unverborgenheit）または顕現（Entbergung）であり、
自然（Natur）と訳されるピュシス（φύσις）は、存在することあるいは存在するものであ
る 9 。そのうえ、ギリシャ人は考えていなかったが、アレーテイアは存在するものが立ち現
れ隠される場所、現（Da）、明るむ場（Lichtung, das Offene, Offenheit）である。
ピュシスとは、隠され現前しないことから顕現し現前することへの、そして隠され現前
しないことへの移行であり、隠れとの抗争のなかで、明るむ場に現前して輝きしばしとど
まることである（GA5, 342）。「自分のそのつどの限界のなかへと自ら立ち現れ、その限界
のなかにしばしとどまるもの」 10 がピュシスである。この解釈はもはやギリシャ的ではな
い。
すでにふれたように、ハイデガーは 30 年代後半に、ソクラテス以前における最初の始ま
りと別の始まりを区別した。最早期のものが究極のもの（ ἔσχατον）として到来するのを
期待する「存在の終末論（Eschatologie）」
（327）という思わせぶりな隠語は、そこから理解
できる。この終末論は、未来におけるキリストの再臨とこの世の終末という観念にも似て、
紀元前５、６世紀に存在したものが数千年後にもう一度登場するという不合理な出来事を、
予言ないし預言または託宣しているかのようである。しかし、そうではなく、最初の始ま
りに呼応する別の始まりを準備するものである。最初の始まりと別の始まりは互いに他を
予想している。最初の始まりが、反復されることのない即自的に存在するだけの点である
歴史学上（historisch）の開始（Beginn）ではないように、別の始まりも、年代記のなかに
客観的に位置づけられる未来の事件ではない。隠されていないさまとしてのアレーテイア

Fr. Nietzsche, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, Bd. 1, Gruyter, 1980, S. 294.
ピュシスは、あるときは立ち現れ（Aufgang）（GA66, 391）として、あるときは自ら立ち現れるも
の（das von sich her Aufgehende）（GA8, 227）として解釈される。これでは、存在することと存在す
るものとの差異、つまり存在論上の差異をハイデガーがなおざりにしているようにみえる。存在論
上の差異は、たとえば、りんごがあること、果物かごのなかで赤い色を放って存在することと、果
物かごのなかにあるそのりんごという物体との違いである。それなのに、立ち現れるこ と、存在す
ることと、立ち現れるもの、存在するものとの双方としてピュシスを解釈するのは、この差異を忘
れたからではない。それがギリシャにおいて気づかれなかったこと、そしてまた両者が不可分であ
ることによる。
10 M. Heidegger, Denkerfahrungen, V. Klostermann, 1983, S. 138.
8
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を可能にする明るむ場がそれとして思考されるという出来事である。明るむ場はハイデガ
ー自身においても十分に思考されているとはとうてい言いがたく、彼は現在を知る者とし
てその到来を準備しているだけである。
したがって、既在の到着とは、アレーテイアやピュシスがソクラテス以前の思索者たち
に思考されていたとおりに再現されることではない。存在するということは、最初の始ま
りではピュシスであるが、別の始まりにおいてはエアアイグニスである（ GA66, 87）11 。ア
レーテイアは響き始めにすぎずまだ根拠づけられていなかったから、それを根拠づける明
るむ場についての問いは私たちに奇異の念を抱かせる（GA69, 9）。既在の到着はまた、ア
．
レーテイアやピュシスを過去の遺物として切り捨てることでもなく、その反復である。来
．．．．．．．．．．．．．．
るべきアレーテイアが明るむ場 であり、来るべきピュシスがエアアイグニスだと言っても
よい。
ところで、ハイデガーによると、存在は存在するものとしては自らを示すが、存在自身
ないし明るむ場としては退く。この構図や、存在の終末論という隠語を目にすると、存在
の明るむ場を超感性的な領域として捉えて、存在をプラトン主義のイデアのように考えた
くもなる。レーヴィトはそこから神の死後における二世界説を嗅ぎとった。存在は、
「存在
する現存在と世界内部に存在するあらゆるものとの彼岸で現成し」、人間に歴史的運命と思
考を贈る以上、ツァラトゥストラの言う「背後世界」である 12 。アーレントも、
「行為する
人間たちの背後で働く存在の歴史こそが〔…〕人間の運命を定めている」 13 と解し、この
図柄に、
「人格化された概念」、
「人間たちの背後で働く肉体なき精神の偽りの王国」 14 を見
出している。たしかに、存在は、送り届ける、退く、要する等々の動詞の主語であり、そ
こに一種の人格化を、ひいては人格神化を読みとるのも無理はない。ニーチェなら、この
存在を死んだ神の一つに数えたかもしれない。
だがこれは、存在するという出来事と存在するものとの取り違えである。存在するとは、
存在するものが存在することである。存在するということと存在するものとは襞の二重性
（Zwiefalt 襞の両面のように二つでありながら一つであること）のかかわりにあり、伝統
的なイデア論におけるイデアと個物のように分離してはいない 15 。ハイデガーには、存在
するものから理解された存在することと、存在すること自身としての存在することとの相
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
違はあっても、存在するものの彼岸からテレパシーで交信して人間を突き動かす存在など
．．．．．．．．
という代物はない 。これは存在するもの、神もどきでしかない。存在するということは、
こうした与える主体や根拠なくして人間に与えられる。
存在することの明るむ場は、存在するものの領域を包む目に見えないもう一つの世界で
はない。存在するものが存在するということが人間に隠れつつあらわになることを可能に
「明るむ場が目立たずに輝くこと」はエアアイグニスである（GA7, 288）。
K. Löwith, Sämtliche Schriften, Bd. 8, J. B. Metzler, 1984, S. 227.（邦訳『ハイデッガー ―乏しき時代の
思索者』杉田泰一、岡崎英輔訳、未來社、1974 年、189 ページ。）
13 H. Arendt, The Life of the Mind, Vol. 2, p. 179.（邦訳、214 ページ。
）
14 Ibid., p. 157.（邦訳、189 ページ。
）
15 ハイデガーによれば、晩年のセザンヌの作品では「現前するものと現前することとの襞の二重性
が一重になっている」（GA13, 223）。なお、詳しく述べる暇はないが、思うに、レヴィナスの言う
「存在するもののない存在すること」は襞の二重性の極限的な様相であって、その否定ではない。
11
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する出来事ないし構造である 16 。これに応じて、現存在ないし現-存在は、開示性・明るむ
場を存在することと、これを存在するかぎりでの人間という存在するものとの双方を意味
する。
このように、アレーテイアから明るむ場へと思考を進めることが、最初の始まりを振り
返りつつ、別の始まりを準備することであった。

３．ポリスという明るむ場 ―政治の成立する地上の空間
このアレーテイア、あるいはむしろ明るむ場は、ギリシャにおいてポリスというかたち
をとった。ハイデガーが言うには、ポリスは国家ではなく、存在するもののありようがあ
らわになる場所である。ギリシャのポリスはアレーテイアにもとづく。それは「ギリシャ
の人間が歴史的に滞在する場」、
「歴史的な人間の本質が現成する場」であり、
「この場が存
在するもの全体を顕現させ隠す」（GA54, 136f.）。したがって、ポリスは、権力の本質とは
無縁であって、国家、都市、都市国家という政治的なものではない。それは、「存在する」
を表す古いギリシャ語のペレイン（πέλειν）と語幹が同じで、「立ち現れ、隠されていな
いもののなかへそびえたつ」という意味である（135, 142, 133）。
『国家』篇への言及によれ
ば、「ポリスのなかに立つとはこの地上に滞在することである」（138）。ポリスは人間たち
が存在する場としての地上である。
ポリスに関するハイデガーの論究から、ヴィラは、「自由〔開かれた空間〕の存在論的
観念と国家の形而上学的観念との混合」を探り当て、
「 存在が現前にもたらされている場所」
という役が国家に振られていると咎めた 17 。だが、これは読み損ないである。ポリスは国
家という存在するものではなく、政治という人間たちの劇が演じられ、さらに国家が存立
しうる舞台だからである。
「存在するということだけが、あらゆる存在するものにとっての
トポスにほかならない」
（141）、
「明るむ場そのものはしかし、存在することである」
（GA9,
332）という言い回しから推測できるように、存在することとポリスと明るむ場は、相異な
る視点から表された同じ事象である。人間たちが他者や存在するものとかかわって存在す
ることを、したがって支配被支配という権力関係や、ひいては国家をも可能にしている明
るむ場が、ポリスである。
根源的な意味でのこのポリスと、国家という派生的な意味でのいわゆるポリスとのこの
関係は、存在することと存在するものとの混同ではなく、襞の両面のように二つでありな
がら一つだという二重性である。世界内存在は、
『存在と時間』では現存在の根本構造をな
明るむ場が、「存在することと思考との相互現前をはじめて授ける」（GA14, 84）。Lichtung の訳語
は、明るむ場よりも、開放性、開在性―先取りすれば Öffentlichkeit のそれは公共空間よりも公共
性―の方が無難かもしれない。Lichtung はもともと、森のなかで木々を伐採してできた空き地で、
光が射して明るむことも光が入らず暗いままでいることもある場所である（80f.）。空間の表象はあ
くまで存在するものの水準におけるイメージだが、ハイデガーは、そうした「開かれた領域」
（GA9,
354）というメタファーをもちだして、明るむ場を読者に伝えようとつとめた。
17 D. R. Villa, Arendt and Heidegger : The Fate of the Political, Princeton Univ. Pr., 1996, p. 142.（邦訳『アレント
とハイデガー ―政治的なものの運命』青木隆嘉訳、法政大学出版局、2004 年、236 ページ。）
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すが、のちに、存在することの明るむ場に立ち出でることとして強引に自己解釈された
（327）。これも、
（根源的な）ポリスないし地上と明るむ場との近さを示すと同時に、襞の
二重性に関連している。
そうすると、
「君とちがって、政治には少ししか関心がありません」 18 というアーレント
に宛てた晩年の言葉は、単純には受け取れない。政治哲学者に対する謙遜でも、ナチズム
関与を意識した逃げ口上でもない。そもそもポリスは非政治的、あるいは政治以前、国家
以前である。ヒトラー政権下で語られたところでは、ギリシャ人は 、
「非政治的な民族」で
あり、存在すること、アレーテイアから規定されていたからこそ、「ポリスを根拠づけ 19 、
アレーテイアを集約しまもる場にいたる」（GA54, 142）ことができた。ハイデガーの関心
は、存在するものが存在することをめぐる人間の営みが生起する場所を思考することにあ
る。ポリスなり明るむ場を基底として政治、国家という形態が生まれる。倫理（学）
（Ethik）
の語源であるエートスを人間の滞在と訳し、存在することの真理（明るむ場）に滞在する
こと、明るむ場を思考することが「根源的倫理」
（GA9, 356）だと述べるのも、同じ洞察に
よる。明るむ場の思考はいわば根源的政治であり根源的倫理である。言い換えれば、「存
在するものをあるがままのものであらしめること（Das Sein-lassen des Seienden, wie und was
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．
es ist）」
（GA66, 103）である。明るむ場は政治の生じる場所としてはポリス 、倫理を可能に
．．．．．．．．．．．．
する場所としてはエートス であった。
権力関係とそれが成立する場所とのこれと似た区別は、アーレントにみられる。世界な
いしポリスは、
「 個人とその仲間の人間たちのあいだに作られたはずのあいだ（in-between）」
20 であり、これが「政治の成立する場所」であって、政治は「異なる人々が一緒に、互い

に存在すること」を扱う 21 。この場所から派生するのが、支配体制や国家統治という意味
での政治である。忘れてはならないが、根源と派生は、つまり、明るむ場としてのポリス
と政治体としてのポリスとは、また明るむ場としてのエートスと倫理としてのエートスと
は、プラトン主義におけるイデアと個物のように分離しておらず、むしろ襞の両面のよう
H. Arendt / M. Heidegger, Briefe, 2., durchges. Aufl., 1999, S. 247.（邦訳『アーレント=ハイデガー往復
書簡』大島かおり、木田元訳、みすず書房、2003 年、205 ページ。）
19 「ポリスを根拠づけるようになる（zur Gründung der πόλις kommen）
」という言葉は、おそらく、
．．
ポリスという政治体の創設を指しているのではなく、「この根拠（エアアイグニス）を根拠で あら
しめる（sein lassen）」（GA65, 307）という用法に準じて、ポリスという根拠をそれとして存在さ せ
るという意味であろう。なお、本文で私はヴィラに反論したものの、もっと早い時期のハイデガー
が国家としてのポリスに強く肩入れしていたことは明白である。たとえば、31- 32 年冬学期講義で
は、
『国家』篇解釈という仕方で次のように述べる。
「「国家」
（私たちはポリスをあまり的確に訳し
てはいないが）に関して、また国家の内的な可能性の問いに関して、プラトンが最高の根本命題と
みなすのは、ポリスという統一体における人間たちの相互存在の本来の守護者は哲学する人間たち
でなくてはならない、ということである。〔…〕国家の支配と支配 秩序は、哲学する人間があくま
でつかさどるべきである」（GA34, 100）。ハイデガーのポリス理解の変容については次を参照、S.
Elden, “Rethinking the Polis: Implications of Heidegger’s questioning the political”, in: Political Geography 19,
2000, pp. 409-412.
20 H. Arendt, Men in Dark Times, H. Brace, 1995, pp. 4f.（邦訳『暗い時代の人々』阿部斉訳、河出書房新
社、1986 年、12 ページ。）アーレントの場合、この根源的意味での政治は行為（ action, Handlung）
とほぼ同義である。
21 H. Arendt, Denktagebuch, Bd. 1, 2. Aufl., Piper, 2003, S. 16f.（邦訳『思索日記 Ⅰ』青木隆嘉訳、法政大
学出版局、2006 年、22-23 ページ。）
18
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に相補的である。アーレントは、戦争と革命の 20 世紀から逃れる自由（liberty）を少なく
とも自らには許さなかった。人々がいないところにあいだとしての世界は存在しないし、
明るむ場はそこに立ち現れ隠れる人間や存在するものなしには 生起しない。
もちろん、存在の明るむ場としての世界と人間たちのあいだとしての世界をごたまぜに
はできない。ハイデガーからみれば、人間たちのあいだは存在することの明るむ場を基底
としていよう。ひるがえって、アーレントにとってのハイデガーは思考の王国に隠れた王、
人々のあいだとしての世界から、それゆえ政治から退却した王であった。だが、重ねて言
うと、その思考の王国は存在するもの全体につながっていた。実際、彼女に宛てた先の文
の直後にはこういう言葉が続く。
「けれども、概していえば世界の状況は明らかです。テク
ノロジーの本質の力はたしかに、経験され知られることがほとんどありません。」 22 存在す
ることの思考は、他の人間たちやあれこれの存在するもののいない場所にひきこもっては
おらず、原子力や核兵器、絶滅収容所という事象にも言及した。それは、世界とそこに存
在するものから脱出するグノーシス主義ではない。
明るむ場は、このような意味で政治と倫理が生起するトポスである。

４．死すべきものたちの公共空間 ―可滅性と相対的不滅性
さて、明るむ場に帰属するのは複数の人間たちであり、地上ないしポリスは複数性の公
共空間（Öffentlichkeit 公共性）、あるいは時間‐遊動‐空間（Zeit-Spiel-Raum）である。公
共空間とはさしあたり、複数の人間たちがしばらく共に滞在し、存在するもののありさま
が立ち現れ隠される開かれた場、というほどの意味である。そのうえ、人間は死すべきも
のである。ギリシャの神々は不死であり、動物はおそらく自らの死を知らないが、人間は
これに気づき、さしあたりたいていは隠すという仕 方でかかわっている。明るむ場は死す
べきものたちの公共空間となる。
『コロノスのオイディプス』のコロスは、「生まれないのが何よりましだ」と嘆いた。
アーレントによると、無意味にさえ思える生のこの重荷にギリシャ人が耐えられたのは、
ポリスが生を輝かせたからであった。
「人間たちの自由な行為と生きた言葉の空間」 23 、公
共領域であるポリスは永続し、人間は偉大な業績や言葉を残すことによって不死性を獲得
する。死すべき人間たちにとって、自らの命は限りある可滅的なものだが、世界は「相対
的に安定し相対的に不滅な家」 24 である。
こ の 永 続 性 （ permanence ） や 不 死 性 は 、 イ デ ア 論 に お け る よ う な 不 変 不 動 の 永 遠 性
（aeternitas）ではない。ハイデガーの解釈するアエイ・オン（ GA7, 31）と同じく、たえま
なく存続することであって、相対的な不滅性にすぎない。死すべきものたちは、非現前の
闇からこの世に出現し、ポリスないし世界という公共空間に参入し、行為と言葉によって
22
23
24

H. Arendt / M. Heidegger, Briefe, S. 247f.（邦訳、205 ページ。）
H. Arendt, On Revolution, p. 281.（邦訳、444 ページ。）
H. Arendt, Men in Dark Times, p. 11.（邦訳、20 ページ。）
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自他を顕示し競い合い、やがてふたたび闇へと身を沈める。しばしの現前ではあるが、残
したものは公共空間の記憶のなかにずっと現前しつづける。公共空間そのものもそこにお
ける記憶も、相対的ながら不滅性をおびる。
これは、
「ギリシャ人は存在するものを、現在してまた現在せずに現前するものとして、
隠されていないさまのなかへと現前するものとして経験する」
（GA5, 349）という理解と相
似している。だが、アーレントの永続する公共領域は、ハイデガーが解体しようとする恒
常的現前性（beständige Anwesenheit）という伝統的存在理解の閉域に収まるのではないか。
自他の死が、それゆえまた存在することが忘却されてはいないだろうか。言論と行為によ
って卓越性を競うのも恒常的現前性への固執であろう。そもそも、ポリスがいつまでも持
続したにせよ、よほどの英雄か天才でないかぎり言論と行為がどれほど長く記憶されるか
さえあやういのに。アナクシマンドロスのアディキアーは、ハイデガーによって、存在す
るものが「恒常的持続に固執し、ディケーに、つまりしばしのあいだという適切さ（Fug der
Weile）に転じない」（359）こととして読まれたが、アーレントのポリス観はこのアディキ
アーのなかにあるように思われる。
この疑問は、原始キリスト教や初期キリスト教からも提出されえただろう。原始キリス
ト教団は世界の没落とキリストの再臨が近いことを説いた。その期待はやがて裏切られた
が、修道院ではキリスト教の世界否定的性格が禁欲というかたちで保たれ、キリストの再
臨はメメントー・モリー（死を忘れるな）に変容した 25 。アーレントもこの世界否定を知
っていて、「キリスト者の共同体の非政治的、非公共的性格」 26 を強調する。しかし、キリ
スト教の福音による個人の生命の永遠性と、ポリスの永続性にもとづく不死性との対立は、
どちらも恒常的現前性という観念の変種であるかぎりでは尖鋭さを失う。個人の生命は有
．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．
限であり、世界もまた有限である。相対的には持続しても不 滅ではないのが明るむ場 であ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
り、死すべきものたちが共に滞在する公共空間 である 27 。
だが、可滅的な空間である明るむ場をそれとして存在するのは、自分の死にかかわる単
独者だけではないのか。それとも、単独者も公共空間に住み、自分とは絶対的に異なる他
者たちの前に召喚されているのだろうか。次にこれを考えたい。

Fr. Overbeck, Werke und Nachlaß, Bd. 1, Metzler, 1994, S. 214-216.
H. Arendt, The Human Condition, 2. ed., Univ. of Chicago Pr., 1998, p. 53.（邦訳『人間の条件』志水速雄
訳、ちくま学芸文庫、1999 年、80 ページ。）ただし、メメントー・モリーは個人の生命の永遠性を
意味するとは限らず、むしろ恒常的持続に固執しないディケーへの指示でありうる。
27 だからといって、相対的不滅が笑うべき事柄にはならない。たしかに、地球環境保全や放射性廃
棄物処理といったテーマは、原始キリスト教の信徒には愚かしく映るだろう。また、人類の世界が
どれだけ持続しようと、宇宙の歴史全体から眺めれば、朝顔の露にすぎない。しかし、私たちは、
現前していない人間たちに目をつむることはできない。いずれ誕生するかもしれない人間たちもま
た、それぞれ現在せずに私たちに現前している。公共空間は滅びるべきもので、明るむ場も人間が
存在しなくなくなれば生起しないだろうが、その相対的持続は私たちの関心事である。
25
26
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５．絶対的に異なる他者の歓待 ―友好的な一つの家族の外部
公共性や公開性のなかでは、すべてが白日の下にさらされているという相をおびるのに、
肝心の事柄が隠されている。
「公共性はあらゆるものを暗くし、このようにして覆い隠した
ものが周知でだれにでも近づけると偽る」（SZ, 127）。事象は現前しているかに見えて、現
前していない。非本来的実存は固有の自己を存在していないことだから、本来的実存は、
「今日の頽落している公共性から苦しみながら身をもぎ離す」（397）という仕方でようや
く可能になる。現代に残されたのは、
「自分たちを結びつけると同時に切り離す共通の世界
が欠けているために、絶望的に孤立した分離のうちに生きるか、さもなければ大衆へと一
緒くたに押し込まれるような人間たち」 28 からなる社会である。もしも私たちがあれかこ
れかの社会に生きているとすれば、明るむ場を現に存在する人間は、公共空間に属するの
を拒むほかないだろう。
しかし、内面性を生きる人間、雑踏に紛れ込んだ修道士が自分と対話するときに自分が
自分にくまなく現前する、というのは幻想である。
「異他のものと自らに固有のものとの対
決という掟」が課せられたのはそのためである。絶望的に孤立した単独者 29 にも、〈ひと〉
自己を生きる大衆にも、異他のものはつねにすでに隠れつつ立ち現れ、各人はこうした他
者へと差し向けられ、つまりは公共空間に何らかの仕方で住んでいる。
この異他のものは、異他のものである以上、第一に、私の分身のような親密な他者では
ない。アーレントの言うとおり、人間の複数性の領域は、「私と私自身という双数のもの
（dual I-and-myself）を複数の私たちという一つのもの（a plural We）へと単純に拡張したも
．．
のではない」 30 。私の拡大である複数の私たちは、家族 という私的領域にとどまる。
「もう
一人の私」であるアリストテレスの友人も、フッサールの超越論的自我の変様態である他
我も、
「友愛の規範的な、つまり男性中心的な構造」を有する兄弟愛（fraternité 同胞愛）31
の対象も、複数の私たちという一つの家族の仲間でしかない。一つのものである双数や複
数は厳密には複数ではなく、異他性の抹消である。人類や国家や集団が固い絆で結ばれた
一つのすばらしい友好的な家族として考えられ、あらゆる人間が隠れることなく現前しつ
くしているところでは、不気味な他者は存在せず、他者はもはや他者自身ではなく私に同
H. Arendt, Between Past and Future, Penguin Books, 2006, p. 90.（邦訳『過去と未来の間』引田隆也、齋藤
純一訳、みすず書房、1994 年、120 ページ。）
29 ただし、アーレントにとっては、見捨てられている孤立（Verlassenheit）は、自分自身と共にある
単独者の孤独（Einsamkeit）とは異なる（H. Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Piper Verlag,
2011, S. 977（邦訳『全体主義の起原 ３』大久保和郎、大島かおり訳、みすず書房、298 ページ、2005
年））。
30 H. Arendt, The Life of the Mind, Vol. 2, p. 200.（邦訳、239 ページ。
）
31 J. Derrida, Politiques de l’amitié, Galilée, 1994, p. 30.（邦訳『友愛のポリティックス １』鵜飼哲、大西雅
一郎、松葉祥一訳、みすず書房、2003 年、32 ページ。）キルケゴールによれば、「恋愛と友情の絶
頂では二人は真に一つの自己、一つの自我になる」のに対して、キリスト教における「隣人〔最も
近い人〕への愛は、統一された自己のなかで私を隣人と一つにすることができない」
（S. Kierkegaard,
Der Liebe Tun, Bd. 1, übers. v. H. Gerdes, Gütersloher, 1983, S. 64（邦訳『キルケゴール著作集 15』武藤
一雄、芦津丈夫訳、白水社、1964 年、97 ページ））。これとはちがって、アーレントの理解するキ
リスト教の愛は家族関係や兄弟愛の延長にある（H. Arendt, The Human Condition, pp. 53f.（邦訳、80
ページ））。
28
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化されている。公共空間は閉ざされている。
現前しない人こそ真の他者であるなら、公共空間を構成する異他のものは、第二に、ア
ーレントに反して、行為と言論によって自他を顕示し競い合う人々だけではないだろう。
彼女にとって、人間の複数性は、政治的生 ―ポリスないし人間のあいだにおける生
―の、つまり行為と言論の最大の条件であり、平等と差異（distinction）という二重の特
徴を有する。そのうち差異は、
『人間の条件』では、他性（otherness）とイコールではなく、
これに加えて傑出していることをも意味する。観想する生から区別された活動する生は労
働・制作・行為からなる。古典古代において、労働は生命維持のためになされる私的領域
の活動、制作は世界の持続性を保証する耐久性あるものを生み出す活動、行為は公共領域
における活動である。労働は家族のなかでおこなわれ隠されるが、行為と言論はアゴラや
フォルムにおいて顕現し、人間たちはこれをとおして新たに創始し、
「たんに互いに異なる
という次元を超えて抜きんでる」 32 。人間たちは人間であるかぎりでは平等だが、行為し
語るかぎりでは他者とは違った卓越性を示す。哲学者や詩人、政治家は、明るむ場ないし
公共空間における存在するものの存在、立ち現れと立ち去りを、人並みはずれて浮かび上
がらせ、自らも脚光を浴びる。そうだとすると、公共空間は光あふれる現前性の領域にな
る。
だがそこでは、明るむ場を構成する隠されているという契機、存在を構成する非現前の
契機が忘れられている。人間の事象の領域では存在と現象とは同一だと考える 33 なら、あ
らわでありながら秘匿されるという構造を隠してしまう。
顕示を重んじる差異のそうした理解とは対照的に、アーレントのある手記によれば、 あ
．．．．
らゆる人間のあいだには絶対的差異があり、政治は「絶対的に異なる人々を相対的な 平等
を顧慮して組織する」 34 。絶対的に異なる人々がまるごとあらわになり、端的に現前する
などという事態は起こりえない。まるごと現前する他者は、他者そのものというより、親
密な他者か、自我によって克服された非我である。
親密な他者とちがって、絶対的に異なる人は私にありのままに現前することはない。 あ
るいは、家族のような親密な他者でさえ、厳格に言えば絶対的に異なる人物である。政治
組織を含む公共空間に帰属するのは絶対的に異なる人々、現前せずに現前する相異なる
人々であるから、彼女／彼らは演説する人であるだけでなく無言の人でもあるだろう。
「言
語は存在することの家である」
（GA9, 333）というメタファーは、ハイデガーやアーレント
のポリス、本稿の公共空間の特徴をも言い表している。存在することの明るむ場を当の場
たらしめている言語は沈黙の言語でもありうる。目立たない生者や死者も、ポリスという
H. Arendt, The Human Condition, p. 176.（邦訳、286 ページ。）
H. Arendt, On Revolution, p. 98.（邦訳、146 ページ。）その意図が背後世界の設定を拒む点にあること
は銘記されるべきだろう。
34 H. Arendt, Denktagebuch, Bd. 1, S. 18.（邦訳、25 ページ。
）この絶対的差異は、共通の尺度や公分母を
考案できない「無数のパースペクティブや側面が同時に現前すること」とも表現されている（ The
Human Condition, p. 56（邦訳、85 ページ））。もちろん、この現前は、狭義で現前せずに広義で現前す
ることである。なお、この引用が『人間の条件』からのものであることから察知されるように、本
文で私があげつらった対照をアーレントの変容だとみることは できない。どちらも各人の唯一性
（uniqueness）の強調である。
32
33

100

アレーテイアから死すべきものたちの公共空間へ（後藤嘉也）
ⓒ Heidegger-Forum vol.7 2013

地上の空間のなかに現前せずに存在し、語っている。フォルムにいるのに発言しない市民
も、その外部の奴隷も、自室にひきこもる若者や中年も現にそこにいる。
しかも、愛すべき隣人とは、私が選りすぐった恋人や友という親密な他者ではないとす
れば、家を出たとたんに出会う最初の人、つまりは「無条件にあらゆる人間」のことであ
る 35 。公序良俗に反する輩や私を攻撃する敵、コミュニケーションを禁じる人物かもしれ
．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．
ない。公共空間は、絶対的差異をも つありとあらゆる人々が共に 、また種々の存在するも
．
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
の ―生物や無生物、制作されたもの―が顕現し隠れてしばし存在する地上の場所 であ
る。
最後に付け加えると、公共空間において他者と対決するなかで、私は自らに固有のもの
をわがものにし、本来的自己を存在することができる。他者との対決はこう語り直されて
いる。
「自らに固有のものをわがものにすることは、異他のものと対決し、客として歓待し
．．
て対話すること（gastliche Zwiesprache mit dem Fremden）としてのみある 」（GA53, 177）。こ
の文脈でハイデガーの視野に入っていた客は、ソクラテス以前の思索者やギリシャの詩人
．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
だったかもしれないが、あらゆる他者 、異他のものをそれぞれ歓待することによってはじ
．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
めて 、私はこの場に滞在し私であることができる 。
最初の始まりにおける隠されていないさまとしてのアレーテイアは、来るべき別の始ま
りでは存在することの明るむ場に姿を変える。明るむ場は、絶対的に相異なる死すべきも
のたちが共に、また種々の存在するものが顕現し隠れつつしばし存在する公共空間である。
この開かれた場所で異他の客たちを歓待することによってのみ、私は私である ことができ
る。この対決にして歓待は、
「異他の人をありのままのものであらしめること（ den Fremden
sein zu lassen, der er ist）」（176）である。それは、派生的な意味での政治の場面で、絶対的
に異なる人々を絶対的な差異を保ちながら相対的に平等にする努力にもなるだろう。さら
に、大地を「その本質のなかへと解き放つ（freizulassen）」という意味で救うこと（GA7, 152）
でもある。
水平化された人間たちが自らを貴重な人的資源として示そうと競い合って存在すると
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
いう運命が贈られている時代に、私たちは、死すべきものたちの可滅的な公共空間が新し
．．．．．．．．．．．．．
く誕生するという別の始まり を、この不可能な可能性をいまここで準備するように、異他
のものから呼びかけられている。

付記

本稿は、JSPS 科学研究費 24520001 による研究成果の一部である。

Yoshiya GOTO

Von der ἀ-λήθεια zur Öffentlichkeit der Sterblichen
35

S. Kierkegaard, Der Liebe Tun, Bd. 1, S. 59, 77.（邦訳、89、116 ページ。）
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《ソクラテス以前》ということ
―初期ギリシア哲学の思考様式―
内山 勝利 （京都大学）

１．
今日のわれわれの通念的ギリシア哲学史理解は、次のように概略化されよう。

初期自然学／ソフィスト思想→アテナイ哲学の大成（ソクラテス、プラトン、アリストテレス）
→ヘレニズム期の学派哲学への拡散

これは、古典期ギリシア哲学の大成者を自認したアリストテレスが『形而上学』第１巻（Ａ
巻）でまとめ上げた記述をもっぱら踏襲して、それに必要な継ぎ足しを行ったものだと言
っていい。ただしこの図式の固定化は、アリストテレスによるというよりも（彼には彼自
身の哲学的構想があり、
『形而上学』の観点は、それに即して導出されたものであり、必ず
しも「客観的」な俯瞰が意図されてはいない）、それをそのまま転用、あるいはむしろ「選
択」した近代西欧の哲学世界（19 世紀半ばにその基調を確定した E. ツェラー『ギリシア
人の哲学』に見られるように）の側にその責任はある。古代哲学の内部においては、けっ
してアリストテレス的な図式が共有されていなかったことは、後のローマ時代になってか
ら（後 2 世紀末ないし 3 世紀初）書かれたディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学
者列伝』の構成や記述からも読み取ることができるし、ヘレニズム期哲学の実相解明が進
展するにつれて、われわれ自身においてもギリシア哲学像の変容が促されようとしている。
特に注意されるべきは、プラトン、アリストテレスによって「大成」されたものの相対化
と、初期哲学（Vorsokratik）的要素の後世への根強い浸透・存続という局面であろう。古
代哲学を 1,100 年間（前 6 世紀‐後 6 世紀初）のスパンで見るならば、前 4 世紀に成立し
たプラトン・アリストテレス哲学は、けっしてただちに主流をなしたわけではなく、その
後一旦ヘレニズム期の学派哲学の中に埋没し、紀元後にようやく「復興 」されつつ、その
限られた一面が新プラトン主義に糾合されていくというのが古代における実相であった。
プラトン・アリストテレスに焦点を当てたギリシア哲学理解とその解釈は、むしろ近現代
の「発見」
（明らかに、きわめてすぐれた一つのギリシア哲学理解の発見）であると言うべ
きであろう。
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２．
それに対して、初期哲学は、一面においてアテナイ哲学に批判的に吸収されたのちも、
それを越えてヘレニズム期諸学派に直接継承されるとともに、独自の哲学スタイルとして
の伝統を長く維持していく。ディールス＆クランツによる画期的な断片集成の実質的最終
版（第 5 版 1934-38）の序文（Kranz による）において、Vorsokratik とは「ソクラテス（な
いしプラトン）の考え方をとる学派、したがって〈ソクラテス以前〉でもなければ〈非ソ
クラテス的〉でもない古代哲学を経由していない哲学のことである」と周到に注意されて
いるように（S. VIII）、けっして単なる時代区分の表示ではない。事実、本書に収められた
思想家の多数がソクラテスと同時代ないし彼以降に活動している。たとえばピュタゴラス
派の学的活動は、実際にはむしろ前 4 世紀以降に展開されたものが大半であるし、本書が
その全体の 2 割以上を当てて、無数の古代著作の中から、わずかな手がかりを博捜して明
らかにしているように、古代アトミズムの直接的伝統は短く見ても紀元前後にまで及んで
いる。
（むろん、彼らの思想はストア派やエピクロス派などヘレニズム期諸哲学派にも流入
して、それらの根幹を担ってもいて、エピクロスの書簡などに窺われる思考と叙述のスタ
イルは、きわめて初期哲学的だと言っていい。）主としてエジプトから発掘されるヘレニズ
ム期以降のパピルス断片文書群にもその余波は容易に見てとられる。顕著な一例としてエ
ンペドクレスが書写されたストラスブール・パピルス（後 1 世紀後半、20 世紀末に解読）
などを見ても、その時代になおソクラテス以前の哲学それ自体が「生きた思想」として相
応に広く流布していたことが十分推測できよう。そのようにして彼らの全体像を見直すと
き、ある意味では、初期哲学こそがギリシア哲学総体を通じてその基調をなしていたもの
と考えるべきであろう。

３．
しかしその直接的伝統は、古代世界が終焉に近づくにつれて、一部の医学派や錬金術・
魔術的な思想潮流に糾合されたほかは、一旦途絶える。その実像と意義の再発見は、やは
り近現代のギリシア哲学研究を待たなければならなかった。 Vorsokratiker が「哲学」とし
て改めて注目を浴びることになった最初の契機は、そこに反形而上学的＝科学的理性の哲
学モデルを見出そうとする動向にあった。19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて相次いで
刊行され大きな影響力を持った Th. Gomperz（ Greek Thinkers, Authorized Engl. Edition, Oxford,
1901-）、J. Burnet（Early Greek Philosophy, London, 1892）、P. Tannery（Pour l’histoire de la science hellene,
Paris, 1887）といった人たちの初期ギ リシア回帰 はそうした立場を鮮 明に示してい る。
Diels&Kranz（特に Diels）も、すぐれて科学主義的見地から彼らを高く評価しつつ、断片集
の編纂に力を注いだのだった（ほとんどマニアックなほどに周到な古代アトミズム関連資
料の収集もそのスタンスをよく物語っている）。こうした研究動向が、アリストテレスによ
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る「自然学者」という位置づけの影響と相まって、長らく初期 ギリシア哲学研究の基調を
なしてゆくとともに、哲学史研究の成果が明らかにした Vorsokratiker の大胆かつ壮大な宇
宙論構想は W. ハイゼンベルクや E. シュレディンガーといった当時のすぐれた理論物理
学者たちの共感を呼び、また K. ポッパーも彼らの著作断片の中に、直観にもとづく大胆
な仮説を先行させ、それを事象観察や実験によって実証してゆく手法を読み取り、
「科学的
発見の論理」の典型をそこに見いだしている。
しかし、少なくともそれのみが Vorsokratiker の本然ではないことは、20 世紀前半のきわ
めて活発な初期ギリシア哲学研究を通じて鮮明に照らし出されてくる。まず第一に注意さ
れるのは、彼らの宇宙論はその内なる人間のあり方と直結したものとして考えられ、その
「自然学」はそのまま倫理規範としてわれわれの生死を律するものとされていたことであ
る。彼らの思想は先行者たる古代の神話宗教に拮抗しつつ、その総体性において、それが
担っていたモチーフをそのまま継承するものでもあった。最近の研究が明るみに出してい
るように、むしろ神話的宇宙創成論と初期哲学の両者には通有するところが少なくないが、
それらはけっして宗教的なものの「残滓」と見なされるべきではなく、むしろ古代宗教の
もっていた「生を律する力」を宇宙論的基盤から一体的に新たに確立させる営為として捉
えることが肝要であろう。

４．
Vorsokratiker の思考スタイルもまた創意に満ちたものである。彼らはそれぞれ独自の仕
方で「宇宙世界はどのように形成され、それは現にどのようにあり、われわれの生死はそ
の中にどのように絡め取られているか、その洞察に立てば、われわれはどのように生きる
べきか」を一貫した問いとして問いつづけた。そして多くの人たちがその結果を『自然に
ついて』なる一つの著作に纏め上げている。そして、その記述スタイルもまたこの時代に
のみ通有の独自性を持っている。
知られているかぎり最古の哲学著作を残したのはアナクシマンドロスであり、その原文
もごくわずかな断片のみながら今日に伝えられている。周知のものではあるが、そこにす
でに初期哲学を一貫する特質が端的に見て取られるので、改めて引用しておきたい（初期
ギリシア哲学に共通の、天地の始まりから人類社会の形成までを神話的表象に依拠するこ
となく叙述するというプログラムもまた、彼によって確定されたものである）。
．．．
．．．．．．
「『存在する諸事物にとって、生成がそれら からなされるその当のもの へと、消滅もまた必然に従
ってなされる。なぜなら、それらの諸事物は、交互に時の定めに従って、不正に対する罰を受け、
償いをするからである』と、このように、やや詩的な言葉遣いによってそのことを語っている。」
（12A9DK：シンプリキオス＝テオプラストスの引用による。→12B1 DK）
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末尾のスタイル評言はテオプラストスによるものであるが、そのことから、少なくとも
断片のその直前部分「（それらの諸事物は）交互に時の定めに従って、不正に対する罰を受
け、償いをする」は確実にアナクシマンドロスからの直接引用と見なすことができよう。
この「やや詩的な言葉遣い」は、ゼウスや女神ディケーの裁きという神話的伝承を継承し
ながらも、ここで主題化されている自然過程を神義論にすりかえたり、社会的正義に類同
化したりしているのではない。裁き手は神ではなく、時間である。それによってその「詩
的な言葉遣い」の内実は、自然の営みが一定の規則性に従ったものであることを表明する
ものとなっているのである。付言すれば、
「ディケー」とはもともと「定まった方途、あり
方」を意味するものであったとすれば、後代におけるような倫 理道徳的な用法としての正・
不正はかえってある種の転用であることにも注意を向けておきたい。彼のコスモロジーの
細部はごくわずかな断片的字句が伝わるのみだが、たとえば諸天体を「車輪」になぞらえ
ることによって、譬喩的にそれらに回転のイメージを与えるだけではなく、天体の構造と
運行のシステムを「説明」し、「記述」しているのである。（特に太陽についてみれば、そ
の「車輪」のイメージは、天翔る太陽神の馬車の形象を踏まえつつ、同時に、それを巨大
な車輪として回転し中央から火を吹きだしスポークに対応する仕方であらゆる方向に光を
放射する仕組みを「記述」するものともなっている。）
いまアナクシマンドロスについて見たように、詩的言語と譬喩によりながら事象を記述
することは、ほぼすべての初期哲学者たちに共通の特徴となっている。しかし、同時に、
彼らの行使する譬喩のありようは、ホメロスやヘシオドスと対比するとき、大きく異なっ
ている。B. Snell（Die Entdeckung des Geistes, Goettingen 1975 [6. Aufl.]） の次のような指摘は、
直接にはエンペドクレスの比喩的語り方についてのものだが、それはそのまま初期哲学者
の多くに敷衍して読むことができよう。

「エンペドクレスは〔…〕
（ 叙事詩人たちのように）ある特定の瞬間に現れる事柄を問題にしない。
彼の行っている比較はすべて、物理的な（あるいは化学的な）過程を具体的に説明することを目
指している。それゆえ、その比較は永続的な事柄に関係している。」（S. 196）

たとえば、目による視覚のメカニズムを語るとき、彼はそれを透明な板を張り合わせて
覆いとしたランプになぞらえている。

「あたかも、人は嵐の夜をおかして外に出かけようと思うと／ランプを用意し、燃える火の明か
りをつけてともす―／どんな風でも防げるように、角板をしっかりとはめこんで、／〔…〕／
ちょうどそれと同じように、かのとき原初の火は皮膜の中に守られて／薄い布地にくるまれるご
とく、まるい目の乙女（瞳）の陰に潜み隠れたが、／その膜にはいくつもの精妙な孔があけられ
通されてあった。／それらは瞳のまわりにたゆたう深い水を被いさえぎったけれども／しかし火
はいっそう微細であるだけに、そこを通り抜けた。」（断片 84）
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ここで用いられている「あたかも……、ちょうどそれと同じように……」という連関詞
の用法は、叙事詩から借用した定型語法である（たとえば『イリアス』5. 902 以下：「あた
かも無花果の樹液が、純白の乳液をたちまち凝固させ、／掻き回すうちに見る見る固まっ
てゆく／ちょうどそのように素早く、アポロンはアレスの傷を癒した」）。両者を較べると
容易に分かるように、ホメロスでは譬喩は当の事柄を適切鮮明に「描写」するものではあ
るが、その事柄を「説明」することには何ら機能してはいない。それに対してエンペドク
レスでは、ランプの譬喩がそのまま目と視覚のメカニズムを説明する恰好のモデルとして
提示されている（カメラ構造と目の比較による説明と同じ）。また、『イリアス』5. 902 の
「あたかも無花果の樹液が、純白の乳液をたちまち凝固させ」は、まったく同じ表現がエ
ンペドクレスによって「ピリアー（愛）」の結合力の譬喩として援用されているが（断片
33）、そこでは、その力は実際に樹液や膠の凝結作用として発現し、同じ仕方で諸事物を「寄
せ集め、合体させ、つながり合わせる」ものとして具体的な説明事例ともなっているので
ある。
もっとも、他方でそれらはいまだ logic をなしていないことはまぎれもない。その点で、
アリストテレスの言うように「〈海は大地の汗である〉
（断片 55）と語ることで、それによ
ってエンペドクレスのように何か知恵あることを述べたと思う者がいたとしたら、それも
また同様におかしなことである。そうした言葉は、詩としてはおそらく満足の行く表現か
もしれないが（譬喩は詩にふさわしいから）、自然を認識するには十分なものではない」
（『気
象論』B3, 357a26 以下）と批判されるのは、ある意味で当然のことかもしれない。しかし、
そこに見てとらなければならないのは、むしろ logic を目指すのではない方向での、別の
独自の哲学的言語の可能性ではないか。
「海は大地の汗である」とは、けっして単なる見立
てとしてのレトリックではない。世界を有機的な統一体として捉えようとしていたエンペ
ドクレスにとって、それは文字通りに宇宙的規模で生起した「生理的」事象についての直
接的記述だったのである。
logic への透明化を目指していなかったことはパルメニデスの哲学詩についても言いう
るであろう。彼が「真実在（ト・エオン）」についての記述をヘクサメトロスに託したとい
うことが、すでにそのことを示唆している。そのきわめてぎこちない詩行による記述は、
むしろ彼が描き出そうとしている事柄とうまく釣り合っているということができよう。長
い一連の叙述をなす断片 7 から 8 にかけての数十行は、そこに展開された（きわめて
ambiguous な）「論理」よりもむしろ定型的なリズムと限られた語句の反復使用との中に押
し込まれた「詩的効果」によって、均質一様不変不動の一者のあり方を言葉の上に写し取
るものとなっている、とも言える。彼が表明していた「ロゴス優先主義」もけっして論理
的一貫性のみによって真偽を判定するものではなかったのである。
この点で、エンペドクレスの場合には、さらにはっきりと叙事詩体による詩の展開を駆
使した仕方で、彼の構想する円環的な宇宙過程をそのまま言葉の上に引き写そうとしたも
のであるのを見ることができる。すなわち、四元（四要素）の分離過程と結合過程のそれ
ぞれにおける「二重の生成／二重の消滅」による円環的シンメトリーおよびそのサイクル

106

《ソクラテス以前》ということ（内山勝利）
ⓒ Heidegger-Forum vol.7 2013

の永遠的反復を、エンペドクレスは、定型詩行の反復と幾重ものうねりによって写し取っ
ていることを、数多くの断片の裏側に透かし見ることができるはずである。詩における同
一詩句の反復はそのまま円環的な宇宙サイクルの反復を言葉の上に再現しているのである。
ただし、その素型は Diels&Kranz を含めて今日の編纂された断片集からは見て取りにくい。
最近たんねんに解読された「ストラスブール・パピルス」についての洞察力豊かな報告は、
多くの示唆を与えてくれる（A. Martin / O. Primavesi, L’Empedocles de Strasbourg, Berlin, New York,
1999）。
このような詩的言語の持つ触発力の活用は、彼らのみならず、初期哲学者たちすべてに
共通している。ここではこれ以上立ち入らないが、たとえばヘラクレイトスの著作は、音
韻や複雑なリズム、新しい造語、メタファー、謎かけ、パラドックスなどが縦横に織り込
まれ、またときにはテクストの中に語の多義性や不明瞭さを意識的に織り込むことによっ
て、思いがけない仕方で世界の実相を剔出してみせているのである。
なるほど、すでに触れたように、まさにそのことによって彼らは批判にさらされ、プラ
トン・アリストテレスらの新たな哲学によって乗り越えられた、と言うべきかもしれない。
しかし、やがて哲学的言語の根幹が logic へと洗練化され、あるいは言い方を変えれば、
平準化されていったとき、それによって一つの理想を達成すると同時に、われ われが世界
と生の深みへと切り込んでゆくための、ある大きな力が削ぎ落とされもしたのではないか。
自然学的思考を批判しつつ「ロゴスの中での探求」へと転じた（『パイドン』 100A）ソク
ラテス（＝プラトン）は、しかし、さしあたりのロゴス的言表に「ヒュポテシス（足場）」
としての資格のみを与え、その先にきわめて困難なディアレクティケー（哲学的対話法）
の行程を置いて、いわば logic の届かぬ先にある、言語の持つさらなる力を引き出すこと
をやめようとしなかったのだった。
初期哲学者たちの思考を支える言語にも、まぎれもなくそれ特有の大きな力が秘められ
ていたのではないか。さしあたりそれについて見てきた限りでは、彼らは、詩的言語の持
つ触発力を駆使しつつ、言葉の逐一に最大の負荷をかけることによって、全世界とその内
に営まれるわれわれの生を全一的に搦めとり、ただ一つの著作『自然について』の中にす
べてを書き込めて、宇宙そのものと等価の言語的宇宙を構築しようとしたのであろう。そ
こに醸成された直感的洞察の鋭さと深さが、今もなおわれわれをわずかな著作断片群へと
立ち返らせる所以であり、われわれの哲学的考察を導く大きな可能性の根拠となっている
のである。

５．
最後に、世界と人間的生との一体性の中で「自然と技術への問い」という今回の統一テ
ーマに即して、わずかに補足的に言及しておきたい。
すでにミレトス派に見られるように、初期哲学者たちにとって、生物が生まれ成長する
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過程に見られるような自然的プロセスが、基本的な世界理解を導く糸であった。彼らはそ
の同じ力が宇宙全体にみなぎり、天地の形成やそのあり方を動かしているものと考えたの
である。その立場はタレスによる生命原理としての「水」以来、ピュタゴラス派にもヘラ
クレイトスにも、むろんエンペドクレスにも一貫したものとなっている。ただし、彼らは
宇宙を生命体からの類推によって理解しているわけではない。むしろ生物（とりわけわれ
われ人間）を全宇宙世界と類比構造を持ったミクロコスモスとして位置づけている。プラ
トン『メネクセノス』の言葉を借りれば、
「大地が女にならって妊娠や出産を行うのではな
く、女が大地にならっている」のである（238A）。すべての人間の営みは同様に自然をな
ぞったものにほかならない。天地の絶対的大きさに比すれば、人間の生は弱く限られたも
のでしかありえず、われわれの生はその力を全自然からわずかに分け与えられ て存立して
いるのだという意識は、彼らの間でのみならず、そののちもたえず繰り返される基調音と
して、ギリシア思想の中に一貫して保持されてゆく。
こうした基本的立場においては、「自然（ピュシス）と技術（テクネー）」という対置の
図式は成立しない。
「自然」もまた生ける存在として「技術」を内包し、またその限りにお
いてのみ自然的世界を形成し維持する根拠となりうるからである。ただし、もう一つ注意
すべき点は、今日的な「技術」概念とギリシア的な「テクネー」との間には大きなズレが
あることである。少なくともプラトンに至るまでは、それは単なる目的達成への手段的な
ものにかかわる領域を意味しない。むしろ事柄そのものについての完全な精通のことであ
り、ほとんど「知識（エピステーメー）」と同義である。今日の人為的な「技術」に対応す
る古代的ジャンルは、機械的な仕組みによって人為的な操作を施す「メーカネー／メーカ
ニカ」であろうが、それは一般のギリシア的な知のシステムの中ではつねに脇に追いやら
れた分野でしかなかった。その事実はギリシア的学の特性によるものでもあろうが、より
大きな背景として、これまで見てきたような、初期哲学的な宇宙と人間の連続一体性の 理
念が彼らの思想を強く支配しているものと思われる。
そのような立場は、晩年に至ってから初期自然学に立ち返ったプラトンにおいて的確に
要約されている（むろん、たとえば『ゴルギアス』にも見られるように、彼は早い時期か
ら宇宙と人間の一体性・通底性を強く自覚していた。むしろそのような立場が晩年に至っ
てさらに強調されるようになる、と言うべきであろうか）。その集約点をなす『法律』第
10 巻において、彼は「万物は神々に満ちている」というタレスの主張にきわめて強い語調
で同意を示し（899B）、古来の「生ける宇宙」を賦活せしめて次のように語っている。

「魂〔宇宙にも漲っている根源的な運動原理を意味する〕は、天と地と海にあるすべてのものを
自らの動によって司る。意欲、考察、配慮、熟慮、正しい判断や誤った判断、快苦、勇猛や恐怖、
愛憎の念などと言われるものや、またこれらと同属もしくは第一次的な動のすべてがそれである。
これらの動は、次いで物体の二次的な動を受け取り、万物を増大と減少、結合と分離、またそれ
らに伴う熱と冷、重と軽、硬と軟、白と黒、辛と甘などへと導く。そして魂がこれらを行使する
際に、知性（ヌウス）を加勢とするならば、万物を正しく幸福に教導するが、無知と一緒になる
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ならば、逆に万物をそれと正反対の状態にするのである。」（896E-897A）

このような見地のもとでは、宇宙的大循環を阻害する今日的技術が人の営みとして肯定
的に位置づけられる余地はありえなかったのである。

＊
以上のことが今日的状況の中でどのような意義を持ちうるのかという問いには、にわか
に応答しがたい。さらなる補足でしかないが、宇宙的大循環を保つための「再生可能性」
という基準は一つの歯止めとして提示しうるのではないかと思われる。むろん、完全な「再
生可能性」は自然的循環の中にも存在し得ないし、ましてや人為の介入する場で容易にそ
れを望むべくもないが、しかし最大限にそれを意識した文明を構築するよう努めることは
一つの示唆として引き出しうるのではないか。今日的な「技術」の恣意性に制約がかけら
れぬままにされているのは、最も重大な知的怠慢にほかなるまい。文明の進んだ「鉄の時
代」
（ヘシオドス）はギリシア人にとって悲惨を意味し、高度な文明を築いたアトランティ
ス王国は滅びなければならないものとされた（プラトン『クリティアス』）。当時すでに可
能であったはずの「科学技術文明」を封じ込めつづけたことには、やはり古代の英知を読
み取らなくてはならないだろう。

Katsutoshi UCHIYAMA

Some Characteristics of Presocratic Way of Thinking
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技術、責任、人間
―ヨナスとハイデガーの技術論の対比―
品川 哲彦 （関西大学）

１．はじめに
私が現代の科学技術の特徴に強く印象づけられたのは、初めて生命倫理学を論じた論文
のなかで体外受精をとりあげたときのことだった 1 。体外受精は、卵管が細すぎて卵が通過
できない場合に、卵を卵巣から摘出し、ガラス器のなかで精子と結合させ、そうしてでき
た受精卵を女性の子宮に移植する技術である。この技術の当初の目的は不妊の解決にあっ
た。だが、卵を採取する女性と卵を移植する女性とを別にすることも可能である。それゆ
え、この技術は卵提供や代理妊娠を介して「産みの母が血のつながった母ではない」とい
う従来にない事態に道を拓いた 2 。その後も、体外受精の技術的な成功は、着床前診断やク
ローニングを可能にしてきた 3 。現代技術の特徴のひとつは、当初の目的とは別の新たな技
術的な可能性がつぎつぎと切り拓かれ、しかもそれが実行可能であれば、たとえその倫理
的是非が問われるとしても、実際に行なわれる方向に進むのが通例だということである。
現代の科学技術の特徴のまたひとつは、技術が行使される対象が人間をとりまく自然だ
けでなく、人間を成り立たせている自然、すなわち身体に及んでいるということである。
この可能性を決定的に切り拓いたのは、十九世紀半ばに開始した実験医学だった。その発
想は二〇世紀に被験者の同意を得ずに行なわれる強制的な人体実験を惹き起こし、そうし
た事態の防止のためにインフォームド・コンセントという倫理規範が構築された。だが、
たとえ倫理的に裁可される場合であっても、人間を客体とする技術的操作は、その操作を
する主体としての人間とは誰なのか、それはどのような存在論的地位にあるのかという疑
問を呼び起こす 4 。技術への問いは技術を用いる人間への問いに転じていく。
品川哲彦「新しい生殖技術と社会」、塚崎智・加茂直樹編『生命倫理の現在』、世界思想社、1989
年、188-205 頁。
2 ここでは、卵提供とは、他の女性の卵を用いてできた受精卵で妊娠した女性が出産した子どもを
育てる場合をさし、代理妊娠とは、産まれてくる子どもを育てる意志のある女性から採取した卵を
用いてできた受精卵を別の女性が妊娠出産する場合をさす。いずれの場合も、出産した女性と子ど
もとのあいだに遺伝上のつながりがない。このことは「誰が母親かはつねに確定されている（mater
semper certa est）」というローマ法以来の前提を覆すもので、子どもの法的地位が不安定になるために、
その是非が問われてきた。
3 着床前診断は、体外受精でできた受精卵が卵割してできた一割球を取り外して遺伝子の異常の有
無を調べたうえで、正常ならば女性の子宮に移植する技術である。この技術を生殖のためのクロー
ニングと同様に、特定の遺伝的条件のもとでのみ出生を許容するものとしてその倫理的可否を問う
た例として、Habermas, Jürgen, Die Zukunft der menschlichen Natur : Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? ,
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001（『人間の将来とバイオエシックス』、三島憲一訳、法政大学出版
局、2004 年）がある。
4 この点にふれた拙稿は、Shinagawa, Tetsuhiko, “The status of the human being: manipulating subject,
1
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ドイツ生まれのユダヤ人哲学者ハンス・ヨナスは、フライブルクやマールブルクでハイ
デガーから指導を受けた世代のなかで、生命倫理学や環境倫理学に最も（というより、お
そらく唯一）正面切って関わった哲学者である。以下、ヨナスの技術論とハイデガーのそ
れとを対比し、技術の問題とそれを通して照射される人間の概念をとりあげる。

２．ヨナスの指摘 ―現代技術が提起する五つの倫理的問題
ヨナスにとって、技術の問題は何よりも倫理的問題だった。なぜなら、
「技術は人間の力
の行使であり、つまり行為の一つの形式であって、あらゆる人間の行為は道徳的吟味に曝
される」5 からである。だが、ヨナスは、技術が人間の手によって統御できるとかその利用
を善用に限定せよといった楽観的な主張に進むわけではない。現代技術の提起する倫理的
問題の第一に彼が挙げたのは、技術がもたらす結果は善悪いずれとも見通し難い両義 性を
もつということだった 6 。第二に、開発可能な技術はつねに実現へと駆り立てられ、実現後
は生活の必需品となる。つまり、力の所有が使用と不可分である 7 。第三に、その影響は空
間的時間的に莫大な射程をもつ。単一では大きな影響を残さぬ技術でも、大勢の人間が利
用するとその結果は地球規模に広がり、未来に達しうる。ここから、現代技術の行為は集
合的行為であり、その主体は人類に帰せられるべきことが示唆される。現在の人類を行為
主体とすれば、その活動に影響される客体は、現在のみならず未来の人類と他の生物種を
含む。その関係は時間の不可逆性ゆえに一方的である。したがって、現在の人類は未来の
人類と地上の生命の存続と存在のありようにたいして責任を負う。なぜなら、責任とは力
の関数だからだ 8 。力の大きさに応じて責任は重くなる。その責任とは何よりも、人類の活
動が招きかねない危険を察知したときにその進展を控える責任である 9 。人類のみならず人
類以外の生命にたいする責任を問うには、第四に、人間中心主義が打破されなくてはなら
manipulated object, and human dignity”, in Ethics and the Future of Human Life: Proceedings of the Uehiro Carnegie
Oxford Conference 2012, Oxford: the Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, http://www.practical ethics.ox.
ac.uk, forthcoming.
5 Jonas, Hans, „Warum die moderne Technik ein Gegenstand für die Ethik ist“, in Techink, Medizin und Ethik:
Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987, S.42.（初版は Frankfurt am Main: Insel,
1985.）
6 Ibid., S.42-S.43.
7 Ibid., S.44.
8 Ibid., S.45-S.46.
9 それゆえ、対処すべき問題を察知するには、幸福な結果の予想より出来しかねない災禍をかぎつ
ける「恐れに基づく発見術」（Jonas, Hans, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische
Zivilisation, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984, S.63、初版は 1979, Frankfurt am Main: Insel、邦訳は『責
任という原理 ―科学技術文明のための倫理学の試み』、加藤尚武監訳、東信堂、2000 年、49 頁）
のほうが有効である。
現代の技術は科学に裏づけられている。第二の特徴にあるように、所有と使用とが分かちがたい
ということは、したがって、技術の発明を用意する科学の知と技術の開発と実用化とが分けられな
いということでもある。それゆえ、ヨナスは、科学の価値中立性という概念に疑問を投げかけ、技
術 の 開 発 に 直 接 に 関 わ ら な い 科 学 者 の 責 任 を と り あ げ て い る （ „Wertfreie Wissenschaft und
Verantwortung: Selbstzensur der Forschung?“, in Technik, Medizin und Ethik, S.76-S.89; „Freiheit der Forschung
und öffentliches Wohl“, in a. a. O. S.90-S.108）。
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ない 10 。まさにそのゆえに、最後に、技術の問題は、人間は存在すべきか、なぜ（いかな
るものとして）存在すべきかという形而上学的問題を投げ かける 11 。これにたいするヨナ
スの回答は、
『 責任という原理』その他の複数の著作のなかで異なる文脈から語られている。
だが、そこに進むまえにハイデガーの技術論を瞥見しておこう。

３．ハイデガーの技術論
ハイデガーによれば、現代技術はあらゆるものを何かのために用立てられるものとして
捉えるように挑発する 12 。この現代技術のありようを、彼は集‐立（Ge-stell）と呼んだ 13 。
この現象は人間のみに起因するわけではない。人間は存在者を用立てられるものとして現
わしめようとする呼びかけに応答しているだけである。存在者をこれこれのものとして現
わしめるように人間をさしむけるものは、歴史的状況を規定する歴運（ Geschick）である 14 。
したがって、集‐立へと人間を導くのは現代の歴運である。現代は、集‐立が存在者のそ
れ以外の現われようを封じてしまう極度の危険に至っている。しかし、まさにその集‐立
という開けのなかに、救う者の到来する可能性もある 15 。人間は技術の本質を省察するな
かで、その真理を見守り、救う者の到来を待ちうける。そこに人間の尊厳がある 16 。

Jonas, „Warum die moderne Technik ein Gegenstand für die Ethik ist“ , S.46-S.48.
Ibid., S.48-S.52.
12 「いたるところで求められているのは、即座に使われるように手許にあること、しかもそれ自体、
さらなる用立てのためへと用立てられるようにあることである」（Heidegger, Martin, Die Technik und
die Kehre, Stuttgart: Klett-Cotta, 1962, S.16, 訳文は関口浩訳、『技術への問い』、平凡社、2009 年、26 頁
による）。用立て（bestellen）られるものとして捉えられたものは用象（Bestand）と呼ばれる。
13 「われわれは、それ自体を開蔵（entbergen）するものを用象として用立てるように人間を収集す
るあの挑発しつつ呼びかけ、要求するものを集 ‐立（Ge-stell）と名づける」（Ibid., S.19、邦訳 31
頁）。ハイデガーはこの概念を第二次大戦中の「召集 （Gestellung）」から思いついたと推測されて
いる（辻村公一ほか「訳語解説」、『ハイデガー全集第九巻 道標』、創文社、1985 年、15 頁）。
14 「ここ（＝歴運）からあらゆる歴史の本質が規定される」
（Ibid., S.24、邦訳 35 頁）。
15 ハイデガーのこの議論の進め方を支えているのは、ヘルダーリーンの詩句「しかし、危険のある
ところ、救う者もまた育つ」である（Ibid., S.28、邦訳 46 頁、一部表記を変えた）。ハイデガーによ
れば、詩のことばは「まさに存在者を存在者として初 めて開けたところへもたらす」（Heidegger,
Martin, „Der Ursprung des Kunstwerkes“, in Holzwege, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2003, S.61
（初版は 1950）、関口浩訳、『芸術作品の根源』、平凡社、2008 年、121 頁、一部訳を変えた）。
16 「人間の本質の尊厳は、あらゆる本質の不伏蔵性と、これとともにそのつどそれに先立ってあら
ゆる本質の伏蔵性を、この大地のうえで見守ることにある」
（Heidegger, Die Technik und die Kehre, S.32、
邦訳 53 頁）。この人間の尊厳概念は、伝統的に継承されてきた homo humanus（人間らしい人間）
の humanitas（人間性）にもとづく人間の尊厳のヒューマニズム的な諸規定にたいする批判に裏打
ちされている。それらは、存在者全体のなかに（どのようなしかたであれ）特殊な存在者として人
間を位置づける形而上学に立脚しており、形而上学は存在者の存在することという根源の事態を問
わない存在忘却に陥っている。これにたいして、存在の問いを問う思索のもとでは、人間は「存在
へと身を開き‐そこへ出で立つ者として、存在の真理を損なわれないように守らなければならな
い」「存在の牧人」であると規定される（Heidegger, Martin, Über den Humanismus, Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann, 1975, S.19、邦訳は『「ヒューマニズム」について ―パリのジャン・ボーフレ
に宛てた書簡』、渡邊二郎訳、筑摩書房、1997 年、57 頁）。
10
11
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４．ヨナスの視点からみたハイデガーの技術論への批判
ヨナスの技術論からハイデガーの技術論をみるとき、最も目につくのは責任という論点
の欠如である。ヨナスは技術を人間の行為とみてそこに責任を問うた。ハイデガーにとっ
ても、技術はまずは行為だった 17 。だが、ハイデガーはまさにハイデガーらしく、そこか
ら行為主体たる人間による技術の制御という「通俗的」な提案に進むのを拒否して、かわ
りにテクネーの概念に遡り、技術を「こちらへと‐前へと‐もたらすこと」と解明する 18 。
ハイデガーは存在者の本質がいかにして現われるかという存在論に定位しており、ヨナス
と違って倫理を論じているのではないといえば、ひとまずは両者の違いを説明してはいる。
だが、技術を制御できるという意味での人間の主体性をヨナスも主張していないことは
前述の通りである。さらに、彼が挙げた第二の論点、力の所有と使用の一体化は、ハイデ
ガーが描き出した、集‐立の呼びかけに応答して人間自身さえも用象と化していく事態と
重なり合う。そこで、ヨナスがどのような文脈で行為の主体を語っているかを再確認しよ
う。ヨナスが焦点をあてている集合的行為とは、その行為者各人は自分の行為が無害であ
って責任を問われないと信じていても、大量に行なわれることで個々人の意図せざる膨大
で不可逆の結果を惹起してしまう事態である―たとえば、電気器具を何気なしに使う習
慣が、エネルギーを大量に消費する生活様式の助長につながり、原子力発電所が必要不可
欠な社会を作り、遠い未来まで有害な核廃棄物を残す事態へと通じていくように。それゆ
え、ヨナスは人間の活動の影響力の自覚とそれに応じた責任を喚起したわけだ。この場合、
人間は潜在的な加害者（現在世代）と潜在的な被害者（未来世代）に二分される。人間同
士の関係はハイデガーでは言及されない。すると、両者の違いを人間の描き方にみること
は可能である。
ハイデガーが描き出したのは、集‐立に挑発され、しかし集‐立もまた技術による存在
者の露開ないし開蔵であることを熟慮し、集‐立から救う者の到来を待ちつつ、真理を見
守る人間だった。たしかに、
「人間自身がかろうじて用象としてのみ受け入れられることに
ならざるをえない」 19 事態は歴運の最大の危険として語られている。技術が人命を脅かす
おそれはそこに示唆されているかもしれない。しかし、ハイデガーが危険という語を用い
るのはそれ以上に、存在者が用象としてしか捉えられない事態についてであり、それに対

「技術についての通俗的観念にしたがえば、技術とは手段であり人間の行為である。（中略）〔こ
の規定は〕不気味なほどに正しいのであり、現代技術にさえ当てはまるのである」
（Ibid., S.6、邦訳
9 頁）。
18 Ibid., S.12（邦訳 20 頁）
。「こちらへと-前へと-もたらすこと」の原語は Hervorbringen（産出する）
である。それはポイエーシスの定義であって、ポイエーシスは手仕事のみならず芸術の創作行為を
包含するので、ここに技術と芸術のつながりが読みとられる。芸術作品において、創作者が芸術作
品を創作するのではなく、現われることを欲している真理が創作者の手を介してこちらへと-前へ
と-も たら され る。「作 品は それ ほど 本 質的 に創 作す る 者を 必要 とし てい る」（ „Der Ursprung des
Kunstwerkes“, S.54、邦訳 109 頁）。しかし、芸術作品についてのこの説明をそのまま技術にあてはめ
たとき、（芸術作品では問われることのない）技術が誰か人間の生命を脅かす危険性とそれに対応
する創作者ないし使用者の責任は、当然、視野から外れていく。
19 Die Technik und die Kehre., S.26（邦訳 43 頁）
。
17
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応して、人間が真理を見守る者でなくなる事態について である 20 。それゆえ、読者が、現
代技術が人間の身体や生命に及ぼす危険を思い浮かべつつハイデガーの技術論を読むとし
ても、ハイデガーにとって、傷つきうる身体と生命をもつ者としての人間がどこまで重要
だったかは疑わしい 21 。もし、技術が人間の生命を脅かす可能性が技術についての考察の
不可欠な要素であるなら、ハイデガーの技術論にはその点で欠陥があることとなる。
まさにこのようなハイデガーの思索の性格にたいして、ヨナスは論文「ハイデガーと神
学」のなかで「人間がその兄弟を守る者であることがみじめにもできなかったときに、人
間が存在の牧人として讃えられるのは聞き入れがたい」 22 と批判したのだった。人間がそ
の同胞を守ることができなかった事態として想定されているのは、明らかにホロコースト
である。
「兄弟を守る者」という概念は創世記におけるカインの神への反問を遡示している
23 。
ハイデガーのナチズムへの協力はヨナスをその旧師から永久に離反させた 24 。それゆえ、

技術論における両者の違いは、存在論と倫理学の棲み分けで説明できるものではなく、ハ
イデガーの存在論にたいする倫理学からの異議申し立てであり、倫理的に尊重すべき存在

「集‐立の支配は、いっそう根源的な開蔵へと参入することと、そのようにしていっそう原初的
な真理の語りかけを経験することが人間にたいして拒まれるかもしれないという可能性をもって
、、
脅かすのである。それゆえ、集‐立が支配するところには最高の意味で危険 がある」（Ibid., S.28、
邦訳 46 頁、強調はハイデガーによる）。
21 村田純一は、ハイデガーが『放下』のなかで、人間は原子力の制御に成功するだろうという見通
しを述べていたことをとりあげ、事故の可能性は技術の本性にもともと属しており、ハイデガー自
身もその見解であったはずだと、ハイデガーのテクスト内部にある齟齬を指摘している（村田純一、
「技術の創造性」、『科学と技術への問い』、山本英輔・小柳美代子・斎藤元紀・相楽勉・関口浩・
陶久明日香・森一郎編、理想社、2012 年、190－1 頁）。私はその読みを支持する。しかし、ハイデ
ガーが「危険」は原子力の制御が完成したとき―つまり、すべてを用象として捉える考え方が破
綻なく進行し、すべてがそのもとで管理されて疑問すら生じえない事態―にあると説いている点
のほうが私にとっては重要に思われる。危険がそのようなものだとすれば、事故の危険性は二次的
である。したがって、安全という語にひょっとすると読者の多くが抱くほどの切迫感を、ハイデガ
ーも抱いていたとは想定できないのではないか。その違いは、たしかに部分的には、ハイデガーが
『放下』を刊行した 1959 年と、スリーマイル島、チェルノブイリ、福島での事故を経験した現在
とのあいだの原子力発電所にたいする認識の違いに由来する。しかし、ここで指摘している本質的
な論点は、ハイデガーの第一の危惧は人命の喪失にあったわけではないということである。
22 Jonas, Hans, “Heidegger and Theology”, in The Review of Metaphysics, vol.18 (1965), p.229. この論文はハイ
デガーの技術論を主題とするものではなくて、後期ハイデガーの諸概念を神学にとりいれようとす
るプロテスタント神学者たちを聴衆として 1964 年にドリュー大学で行なわれたシンポジウムの基
調講演をもとにしている。ヨナスは招聘者の予想に反してハイデガーのキリスト教的伝統にたいす
る異教性を指摘した。ヨナスがそう主張する論拠は、とりわけ、
（註 32 にも記すように）存在の開
けがつねなる啓示であって、そこに正統と異端の区別をつけることができないことと、さらにまた、
存在の呼びかけがある特定の人格に向けられたパーソナルな呼びかけではない点である。
23 神から弟の居所を聞かれて、弟を殺したカインは「私が兄弟の守り手だとでもいうのですか」
（創
世記四章九節）と反問する。この反問は逆説的に、兄弟を守るべきであるという人間の務めを示唆
している。
24 とはいっても、ヨナスは、ハイデガーを批判する立場をとったあとも、ハイデガーの哲学者とし
ての重要性を否定してはいない。ドイツ出国、パレスチナ移住、足かけ八年の軍役、カナダ移住、
アメリカへの移住という移民生活のなかで、彼はずっとハイデガーの講義のノートを持ち続けてい
た。ハイデガー・アルヒーフにそれを寄贈したのはようやく 1960 年代になってからのことである
（Jonas, Hans, Fatalismus wäre Todsünde: Gespräche über Ethik und Mitverantwortung im dritten Jahrtausend, (Hrsg.)
Dietrich Böhler, Münster: LIT, 2005, S.64）。しかし、このようにハイデガーが傑出した哲学者であると
考えるからこそ、そのハイデガーがナチズムに協力するのを彼の哲学が阻むことができなかったの
はなぜかという問いが、ヨナスにとっては、終生の謎になったわけである。
20

114

技術、責任、人間（品川哲彦）
ⓒ Heidegger-Forum vol.7 2013

者を組み入れた別種の存在論を突きつけるものである 25 。次に、ヨナスの哲学的閲歴をそ
の師の思想を契機とした研究主題への開眼から、師からの離反、その影響からの独立へと
進んだ流れにそってみてみよう。

５．ヨナス哲学の反ハイデガー的転回
ヨナスはグノーシス思想の研究から出発した 26 。グノーシス思想とは紀元後数世紀にわ
たりヘレニズム世界に簇出した諸種の宗派をさす。それらが共有する世界観はおよそこう
である。この世界が創造される以前に生じた神的な領域での過失ないしは戦闘の結果、劣
悪な神的存在がこの世界を創造した 27 。人間の魂は至高の神の領域に由来するが、劣悪な
創造主はこの世界の物質で作った身体と人間の魂を結合し、この世界に住まわせた 28 。そ
れゆえ、人間の魂はこの世界から疎外された存在だが、しかも彼はそのことも知らない。
ただ、至高の神が（この世界への関心からではなく、本来、彼の領域のものである魂を回
収するために）授ける知（gnosis）が人間にその出自とこの世界に虜囚となった経緯を教え、
人間を導いて至高の神の領域に帰還させる。それとともにこの世界も消滅する。ヨナスは
被投性を初めとするハイデガーの概念を用いてこの思想を解読した 29 。その企ては、彼に
この批判は、当然、レヴィナスを想起させる。しかし、ヨナスとレヴィナスの相互影響は、私の
知るかぎり、跡づけられていない。直接的な影響関係はなく、ハイデガーに深く影響され、彼から
離反したユダヤ人哲学者の共通の反応として考察すべきだと、今のところ、私は考えている。ヴィ
ーゼの指摘するように、「レヴィナスの立場を必ずしも知らなくても、ヨナスは明らかに、レヴィ
ナスが『ハイデガーのナチズムは彼の存在論に倫理が欠落していることのしるし』と考え、『アウ
シュヴィッツ以後の哲学の中心的課題のひとつは倫理学の名においてハイデガーに抗うことであ
る』と主張する道を共有していた」
（Wiese, Christian, “’Revolt against Escapism’: Hans Jonas’s Response to
Martin Heidegger”, in Heidegger’s Jewish followers: essays on Hannah Arendt, Leo Strauss, Hans Jonas, and Emmanuel
Levinas, ed. by Samuel Fleischacker, Pittsburgh: Duquense University Press, 2008, p.162. 引用中の引用句は、
Gordon, Peter E., Rosenzweig and Heidegger : Between Judaism and German Philosophy, Berkeley and Los Angeles:
University of California Press, 2003, p.10 を出典とする）。
26 グノーシス思想を論じたヨナスの学位論文の主査はハイデガーだったが、グノーシス思想に関す
る具体的な助言は、当時、ハイデガーの実存分析を聖書解釈にとりいれていたルドルフ・ブルトマ
ンが行なった。評価は「最優等」だった（Jonas, Hans, Erinnerungen, Frankfurt am Main: Insel, 2003, S.120）。
ヨナスはそのグノーシス研究をさらに発展させて、ナチスが政権を掌握した年にドイツを出国した
のちにその成果を Gnosis und spätantiker Geist. Erster Teil: Die mythologischer Gnosis, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1933 にまとめあげた。この書については、マルティン・ブーバーが「この時代の精神史
に関する書物のなかで最も重要なもののひとつ」（Erinnerungen, S.149）と評した。
27 この発想は、当然、善なる神がこの世界を創造したというユダヤ教に敵対する。地上の劣悪な創
造者は、ときにプラトンの用語を借りて、デミウルゴスと呼ばれる。
28 それゆえ、グノーシス思想では、人間に起因する原罪はないわけである。
29 被投性という概念は「元来グノーシス的」
（Jonas, The Gnostic Religion, Boston: Beacon, 2001, p.334、初
版は 1958 年。秋山さと子・入江良平訳『グノーシスの宗教 ―異邦の神の福音とキリスト教の端
緒』、人文書院、1986 年、444 頁）である。さらにまた、グノーシス思想では、この世界に囚われ
ている人間の魂の状態は「眠って、泥酔し、自己を忘却して」（Jonas, Hans, “The Gnostic Syndrome:
Topology of its Thought, Imagination, and Mood“, in Philosophical Essays: From Ancient Creed to Technological Man,
Chicago: the University of Chicago Press, 1974, p.271）いるが、「神の啓示ないしは『呼び声』」（Ibid.）
がこの状態を押し破って覚醒させ、しかも覚醒それ自体が「救いの一部」（Ibid.）である。この説
明に、『存在と時間』における日常性についての叙述、良心の声、本来性の開示との対応をみるこ
とはむずかしくはないだろう。
25
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とって、師の実存分析が超歴史的に妥当することをあかしするものであるはずだった。
だが、ハイデガーへの評価が一変すると、ヨナスが自分の発見に与える意味も一変した。
ハイデガーの実存思想がグノーシス的だったのだ。両者の共通点は人間と世界（自然）と
の「絶対的な裂け目の感情」 30 にある。人間はこの世界のなかに投げ込まれており、そこ
から投企するが、その投企は世界の側が用意する秩序に基づいては正統化されない。ただ
自己の決断であることがその投企を彼本来のものとする。なぜなら、人間が自然の一部と
みなされない以上、自然のなかに秩序づけられるべき自然本性をもたないからだ。しかし、
「自然本性をもたないものは規範をもたない」 31 。まさにそこにヨナスはハイデガーの哲
学がハイデガーをしてナチズムに協力するのを阻まなかった理由をみる 32 。彼は同様の批
しかしながら、ハイデガーとグノーシスとの決定的な違いは、グノーシスの神にあたる神が少な
くとも『存在と時間』のなかでは想定されていないことである。このことは、しかしまた、被投性
という表現自体が意味を失うことを意味している。なぜなら、
「投入者なき投入」
（Jonas, The Gnostic
Religion, p.339、邦訳 450 頁）となるからである。
もっとも、この指摘が後期ハイデガーにもそのまま妥当するとはいえまい。というのも、「人間
とはむしろ存在そのものによって、存在の真理のなかへ『投げ出されている』」（Heidegger, Über den
Humanisums, S.19、邦訳 56 頁）という把握に移るからである。さらに、ハイデガー自身は直前に引用
した著作のなかでしばしばこの方向での『存在と時間』の再解釈を示している。しかしながら、二
つのテクストのあいだにやはり大きな隔たりがあるという解釈も、当然、成り立つであろう。そう
考えるひとりであるレーヴィットの次の指摘は、その前半部において、ヨナスの上の指摘と同じ論
点をついており、その後半部で、ハイデガーの見解の変移を指摘している。「実存する現存在が投
げられるのは、『存在と時間』では、それが場所もなく故郷もなく、由来も帰趨も知らずに、とも
かくあり、あらねばならぬからであったが、いまではもうそうではなくて、『贈与する運命的なも
．．．．．
の』としての『存在の投げ 』の中に現存在が本質するからだということになる」（レーヴィット、
カール、『ハイデッガー ―乏しき時代の哲学者』、杉田泰一・岡崎英輔訳、未来社、1968 年、38
頁、強調はレーヴィットによる）。
ハイデガーの叙述とグノーシス思想の親縁性について付言すれば、
『「ヒューマニズム」について』
の叙述のなかにも、そのような箇所は見出される。たとえば、存在者が存在から見捨てられている
ことにもとづいて、人間は故郷喪失の状況にあり、存在者からの呼びかけがないために存在忘却に
陥っているという叙述―とりわけ、「果たしてまたどのようにして神というものと神々とがみず
からを拒みこうして夜がとどまり続けるのか」（Heidegger, Maritin, Über den Humanisums, S.26、邦訳 77
頁）という叙述―などは明らかにそうである。この叙述された状態は、魂の故郷である至高神か
ら授けられる知がないゆえに、人間が人間にとって疎外的な場所であるこの地上をそれとはうけと
らず、したがって至高神の領域を思いつきもしないまま 、この地上での務めに埋没しているさまに
対応している。
30 Jonas, The Gnostic Religion, p.327（邦訳 435 頁）
。
31 Ibid., pp.333-4（邦訳 443 頁）
。
32 ナチズムへの協力についてハイデガーが沈黙しつづけた理由を、古東哲明はこう記す。
「『沈黙』
の理由は簡単。謝ってすむ『問題』ではないからだ。あえていうが、詫びることなどたやすい。デ
リダもいうように、もしハイデガーが一言謝ればすべてが終わったろう。
『ゴメンなさい』。天下の
哲学者ハイデガーのその改悛の言葉に、世界中の人たちが感動すらしたにちがいない。じつにあっ
けない幕切れだったはずだ。だがそれですむ『問題』だったのか。そんな改悛儀式ですべてチャラ
にされては、それこそハイデガー自身が迷惑。ナチズムを生み出した根本構造（ニヒリズムとゲシ
ュテル）との対決こそ、世界中を敵に回してでも、生涯担い続けなければならない『問題』だった
からだ。その対決にけりをつける以外に、謝罪の道もないからだ。『沈黙』のそれが理由である」
（古東哲明、「抵抗哲学、あるいはハイデガーの弁明」、『アルケー』12 号、関西哲学会、2004 年、
178 頁）。
しかし、謝罪を迫る規範はハイデガー哲学のなかにはないと私は考える。もし、ナチズムへの協
力が本来性における決断によるなら、その行為がもたらした結果がどうであれ、その決断は是認さ
れるだろう。はたまた非本来性における決断なら、その失敗は自分の良心にたいして釈明されるべ
きであって、他人への謝罪に向かうものではあるまい。ちなみに、かりに、ハイデガーがナチズム
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判を後期ハイデガーの概念にも加えている。というのも、存在の露開や歴運の呼びかけに
ついても、そのどれに従い、どれを拒むべきかを聴き分けるための規範が与えられていな
いからである 33 。したがって、ハイデガーから離反したヨナスが向かったのは、人間をふ
たたび自然のなかに位置づける試み、すなわち有機体ないし生命の哲学の構築であっ た 34 。
それは、ハイデガーからすれば、存在者全体のなかに人間を位置づける形而上学ならびに
ヒューマニズムへの退行にみえようが、ヨナスは「全体としての自然の側からの客観的な
割り当てに基礎づけられた倫理」 35 を求めてそこに向かったのである。
しかし、自然からの人間の疎外はハイデガー以前にすでに、たとえば、パスカルによっ
て語られていた。
「誰の命令と誰の処置によって、この所とこの時とが私にあてがわれたの
だろう。この無限の空間の永遠の沈黙は私を恐怖させる」 36 。パスカルの戦慄は、自然に
内在する目的や秩序を否定した近代の機械論的自然観がもたらしたものである。それゆえ、
人間をふたたび自然のなかに位置づけるヨナスの試みは同時に、自然のなかに目的や価値
を再興する試みとなった。近代哲学のほとんどが人間と人間に関わる事象だけに認めた自
由、主観、目的、善といった概念を、ヨナスは人間以外の生命に帰属させた。代謝による
環境からの自立は自由として、生命に必要な物質と不要な物質とを区別する能力は主観と
して、生命の維持と伸長と繁殖は目的として、目的の達成は善として捉えられた。ハイデ
ガーとの対峙という文脈でいえば、それは現存在がこの自然のなかに出現しえ たことの自
然的基礎を探求する試みである。したがって、人間と人間以外の生物との連続性に焦点が
あてられ、その結果、現存在の死と生物の絶命との峻別を強調するハイデガーとは逆に、
ヨナスでは、生身の体をもった人間の死が前面に現われてくるわけである 37 。
への協力にたいする反省を表明したところで、私には世界中の人間がそれに感動したとも思わない。
古東自身が「儀式」とみぬくようなことにたいして「世界中の人たちが感動すらした にちがいない」
と古東が断定してしまえる根拠が私には理解できない。さらに、古東はニヒリズムとゲシュテルを
考え抜くことが「謝罪」となると考えているが、そのことがはたして「謝罪」を形成するだろうか。
「謝罪」とは、特定の人格をもった誰か、ナチズムの被害者に向けられたものであるはずである。
思索は謝罪ではない。
ハイデガーにおける思索の位置について、ヨナスはこう指摘している。「ハイデガーは存在の呼
び声にたいする人間の真の適切な応答として―行為や兄弟愛や悪への抵抗や善の促進ではなく
．．
て―思索がそれだと考えた。ハイデガーのみるところ、思索 こそが、神の呼び声にたいする適切
な応答において神のもとで人間が完全となるという神学の概念のモデルであり、それゆえ、この呼
び 声 の 内 容を 理 解し つ つ 受け 入 れる こ と （ conception） の モ デ ル であ る とい う の であ る 」（ Jonas,
“Heidegger and Theology”, p.225、強調はヨナスによる）。
33 存在が みず から 露 開す るな ら、 その 啓 示 （ 露開 ない し 開蔵 と訳 される Entbergung は 英訳 では
revelation で啓示と同語となる）が「真の教えか異端かを区別する可能性も、必要もないこととなる」
（Jonas, “Heidegger and Theology”, p.225）。それでは、
「あなたはもはや何も証明できないし―証明
するということをあなたはどっちみち軽蔑しているかもしれないが―、しかしまた、論駁するこ
ともできないし、拒否することもできない」（Ibid., p.227）。ヨナスによれば、たえざる啓示はグノ
ーシス派のひとつであるアダム派の預言にもみられる特徴である。
34 ヨ ナ ス の 生 命 哲 学 は 第 二 次 大 戦 へ の 軍 役 の あ い だ に 萌 芽 し 、 The Phenomenon of Life. Toward a
Philosophical Biology, New York: Harper and Row, 1963 にまとめられた。彼の伝記的事実については、『ア
ウシュヴィッツ以後の神』、品川哲彦訳、法政大学出版局、2009 年に収めた拙稿による小伝を参照
していただきたい。
35 Hans Jonas, Das Prinzip Leben, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997, S.402.
36 パスカル、ブレーズ、
『パンセ』、前田陽一・由木康訳、中央公論社、1973 年、146 頁。
37 「生き物が終わることをわれわれは絶命（verenden）と名づけた。
〔…〕現存在は絶命しない。た

117

技術、責任、人間（品川哲彦）
ⓒ Heidegger-Forum vol.7 2013

こうしてヨナスは目的論的自然観を復興するわけだが、それは単純にアリストテレスへ
の帰還を意味するわけではない。彼の生命哲学には進化の概念が組み込まれている。その
思索の進む先は、あらゆる進化を可能にするだけの物質を創造することによって力を蕩尽
してしまい、以後の世界の進展を世界内部の進化にまかせ、進化のなかから生まれた唯一
の意識的な行為者である人類に世界の帰趨が左右されるのを気づかいつつ、世界に干渉し
ない全能ならざる神という、晩年の神学的思索における神概念に通じている 38 。

６．人間は、なぜ、いかなるものとして存在すべきか
以上でようやく２節に記した形而上学的問題―人間は存在すべきか、なぜ、いかなる
ものとして存在すべきか―に向かう準備ができた。それにたいするヨナスの回答は責任
の概念と絡みつつ複数の著作に散在している。図式的に整理してみよう。現代の価値多元
社会に対応すべく、特定の宗教的見解に依拠せずに構成された『責任という原理』では、
人間は責任を担いうる存在であるがゆえに存続しなくてはならない。責任原理では責任が
倫理を基礎づけているので、責任を存在せしめることが第一の責任だからだ 39 。この責任
の対象が人間以外の生命に広がる論拠は、生命は目的をもち、目的の達成が善であるとい
だ現存在は死ぬ（sterben）かぎりにおいて失命する（ableben）のである」
（Heidegger, Martin, Sein und
Zeit, Tübingen: Max Niemeyer, 1979, S.247）。
ヨナスは晩年に『存在と時間』から受けた衝撃を回顧するなかで、「とりわけ『死すべき』とい
う述語は否応なく身体がまったく際立ってそれを支えている物質性において実存していることを
示唆している。〔…〕しかし、〔『存在と時間』のなかでは〕一切の内面的なことを除いて、まった
く外面的に、それをとおして私たち自身が体験する世界に属すようになるような、大雑把に客観的
にいえば世界の一部となるような私たちの本質の側面について語られただろうか。私の知るかぎり
そうではない。ドイツの哲学はその観念論的伝統によってそうするには何かしら上品すぎるのであ
る」（Jonas, Hans, Philosophie. Rückschau und Vorschau am Ende des Jahrhunderts , Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1992, S.21、邦訳は『哲学・世紀末における回顧と展望』、尾形敬次訳、東信堂、1996 年、20-1 頁に
あるが、訳文は品川による）。それをとおして私たち自身が世界の一部になるような私たちの本質
の側面、すなわち身体について語ることをヨナス自身が引き受けたわけである。
生物に自由や主観性や目的を帰するヨナスの論証に奇異な印象を受けるひともいるかもしれな
い。しかし、生物（とその身体）について目的を読み込むことを主観的な解釈とする見解にたいし
ては、ヨナスは、ハイデガーが自分のゴッホの絵の分析について述べたのと同様に、「最悪の自己
欺瞞」
（Heidegger, „Der Ursprung des Kunstwerkes“, S.24、邦訳 46 頁）だと反論する資格をもつだろう。
ヨナスが生命哲学でとった方法もまた、それなしにはそのもの（この場合は生物）をそのものとし
てみることができなくなるもの（本質）を他に還元することなしにとりだすという現象学的方法で
あったからである。たとえば、ハイデガーの芸術作品についての現象学的記述が物体という下部構
造のうえに芸術的なるものという上部構造を接続するようなやり方をとらないのと同様に、ヨナス
の生命哲学も動物としての下部構造の分析のうえに人間固有な上部構造を後から接続したもので
はない。むしろ、それは生命という、いわば、「原理」にしたがって存在者全体を見通す試みであ
って、したがって、生命なき自然もまた、そこから進化の過程で生命が生み出されたのだから、生
命 へ の 「 あ こ が れ 」 を も つ も の と し て 描 かれ る （ Jonas, Philosophische Untersuchungen und metaphysische
Vermutungen, Frankfurt am Main: Insel, 1992 , S.220、邦訳『アウシュヴィッツ以後の神』、71 頁）。なお、
ヨナスの生命哲学については、品川哲彦、
『正義と境を接するもの ―責任という原理とケアの倫
理』、ナカニシヤ出版、2007 年、第五－六章、95-139 頁を参照していただければさいわいである。
38 ヨナスの神概念については、Jonas, Hans, „Der Gottesbegriff nach Auschwitz“, „Materie, Geist und
Schöpfung“, in Ibid.、邦訳『アウシュヴィッツ以後の神』、3-30 頁、56-117 頁）をみられたい。
39 Jonas, Das Prinzip Verantwortung, S.186-S.187、邦訳 175-7 頁。
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う彼の自然哲学にある。神学的な思索の脈絡では、生態系の破壊を進める人類にたいして、
世界の帰趨を気づかう創造主を悲しませぬようにする責任が内世界的な人間同士の関係を
超越した規範として働いている 40 。人間を産み出したという意味で人間を超越している自
然から、自然の創造主という意味でこの世界を超越している神へと遡ってゆくヨナスの文
脈のなかで、人間はつねに存在者にたいする責任を担う者である。人間をどのように描く
．．．．．．．．．
かは、それとの関わりなしには人間が人間たりえぬような人間を超越するもの をどのよう
に描き出すかによって規定され、その超越するもののありようがふたたび人間のあるべき
ありようを規定する。
ハイデガーとグノーシス思想、さらに近代の機械論的自然観との親縁性を指摘したヨナ
スの解釈では、世界のなかに存在している存在者がハイデガーでは価値を失っているよう
にみえる。これは、ハイデガーの叙述のなかの、存在者がそのものとして現われているあ
りようが帯びている信頼性 41 をはじめとする諸概念、存在の呼び声に傾聴する「存在の牧
人」という人間像、彼の紛うかたなき近代批判からすると、不当な批判にみえるかもしれ
ない。しかし、前述したように、ヨナスからみれば、その呼び声を聞き分ける規準を示し
ていない点で無力なのである 42 。
だがそれでは、たとえば、人間同士の関係に限定された規範、自然物にたいする規範と
いった内世界的な存在者にたいする規範がヨナスでは十分に具体的な内容をもって提示さ
れているかといえば、必ずしもそうではない。人間同士の関係については、
「ハイデガーと
神学」では「兄弟を守る者」という概念が語られた。自然物については、論文「ユダヤの
観点からみた現代倫理学の諸問題」のなかで自然への畏敬が語られている 43 。自然物にた
「いまや、人間のほうが神に与えなくてはなりません。人間がこのことをなしうるのは、神がこ
の世界を生成させたのを悔いなくてはならないようなことが起こらぬように、せめてもそう頻繁に
は起こらぬようにと、人間がその生の途上において、しかも人間自身のためではなしに、気をつけ
ることによってのみです」
（Jonas, Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen, S.207、邦訳『ア
ウシュヴィッツ以後の神』、28 頁）。
41 ゴッホの描いた農婦の靴についての卓抜な現象学的記述のなかで、ハイデガーは、作品のなかに
ただそれだけが描かれている農婦の靴から労働の労苦とその労働が行なわれる畑、風、野路等の風
土や農婦の生活と慣習といった農婦の「世界」を読みとっている。その世界のなかの諸物の意味づ
けられた連関が「信頼性（Verläßlichkeit）」を織りあげている。「この道具の信頼性の力によって農
婦は自分の世界を確信する」（Heidegger, „Der Ursprung des Kunstwerkes“, S.21、邦訳 45-6 頁、訳文は
一部を変えた）。
ただし、ハイデガーの「信頼性」の解明がこの世界全般についてではなく、彼自身の生活空間の
意味連関を色濃く反映したものである点に留意しておくべきだろう。それは、この地球を意味する
世界ではなくて、むしろある特定の文化的に彩られた故郷における安らいを指示している。そのこ
とはそのことだけでは、何も否定すべきことではない。しかし、ハイデガー自身の現象学的記述を
祖述するにとどまるのでよしとしないのであれば、次の疑問が残る。すなわち、ハイデガーの生活
空間とはかなりかけ離れた生活空間での「物」の記述について信頼性を確保するものがあるとすれ
ば、それは何だろうかという疑問がそれである。
42 ハ イ デ ガ ー の 立 場 か ら す れ ば 、 こ の よ う に 規 準 や 規 範 を 請 求 す る 発 想 は 、 い わ ば 、 正 し さ
（Richtigkeit）の次元にとどまっているのであって、ハイデガーが問題としていた真理（Wahrheit）
の次元―それは、正しさが成立するとすれば、すでにそれよりまえに成り立っているものである
―を逸していると再反論されることだろう。だが、その争点は 4 節末尾に記した技術における両
者の違いにふたたび送り返される。
43 「自然とはとりわけ生きている自然を意味する。当該の畏敬は生命への畏敬である」
（Jonas, Hans,
“Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspective ”, in: Philosophical Essays, p.179）。「被造物の枠
40
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いする規範については、ヨナスの目的論的自然観は、進化をとりいれているゆえに、生物
種その他の自然物の永久不変な本質を規定する古代・中世の自然法を継承することができ
ない点に留意しなくてはならない。だが、これらの主張がユダヤ教の伝統に依拠している
ことは、基礎づけという点で異論の余地がないわけではない。ヨナスは、一生涯、哲学者
であるためには、出自や伝統による支配から自分自身を解放しなくてはならないと考える
哲学者だった 44 。しかも、価値多元社会を意識した『責任という原理』の態度からすれば、
特定の宗教的伝統に依拠しない規範の基礎づけが要請されるはずである。少なくとも人間
同士の関係についていえば、ヨナスの議論は集合的行為の行為主体としての人類という概
念に焦点をあてているが、その個々の成員にまで論考が十分に達していない。そこに補完
されるべきものは、「人類＝人間性（Menschheit）」という概念から個々の人格のなかに人
間の尊厳を見出すカントのような類概念の扱い方である。ハイデガーの尊厳概念には、そ
の方向はない。だが、ハイデガーを批判するヨナスの文脈のなかには、その方向がなくて
はなるまい。この点が責任原理になお残る課題だと私は考えている。

７．あとがき
以上で、主題についてはほぼ語り終えた。学会発表の慣習から外れるが、最後に文献研
究の報告ではないことを申したい。というのも、最後に述べた伝統という概念は話し手自
身の属している伝統への反省へと駆り立てるからである。ヨナスはこういっている。
「むし
ろ私は尋ねる。もし、私たちがユダヤ人であるなら ―キリスト教徒やムスリムならこれ
に対応する問いを立てねばならない―現代の押し迫る〔科学技術と人間の生とのあいだ
の〕ディレンマにたいして永遠のユダヤの立場からいかなる忠告をとりだすことができる
か」 45 。それならば、キリスト教徒やムスリムでもなく、日本の伝統に生きている者は自
分の伝統から何をとりだすことができるのか。しかも、この問いを顧みることは、ここ東
北大学にかつて勤務していたカール・レーヴィットのあの風刺―「かれら〔日本人の学
生〕は、それ自体として見知らぬものを、じぶん自身のためには学ばない。
〔 … 〕かれらは
ふたつの階で暮らしているようなものである。すなわち、日本的に感じたり考えたりする、
したの、基本的な階と、プラトンからハイデガーにいたるヨーロッパの学問がならべられ
ている、うえの階である」 46 ―をうけとめることでもある。ヨナスの先の問いが日本の
哲学研究者に向けられるときには、その研究者が西洋から学んだことがその人間の日本の
生活にどのように関係しているのかという問いになるからだ。
組みのなかでの人間の卓越というユダヤの考えが人間によるこの地球の無思慮な略奪を正当化し
ているところはどこにもない。逆に、人間による支配は人間に責任ある管理人の地位におく」
（Ibid.）。
44 「哲学者であることと、かつユダヤ人であることには、緊張があります」
（Koelbl, Herlinde (Hrsg.),
Jüdische Portraits: Photographie und Interviews von Herlinde Koelbl , Frankfurt am Main: S. Fischer, 1989, S.123）。
45 Jonas, “Contemporary Problems in Ethics from a Jewish Perspective”, p.178.
46 レーヴィット「ヨーロッパのニヒリズム ―ヨーロッパ戦争の精神的前史のための考察」の「日
本の読者に寄せる後記」の一節。訳文は熊野純彦による。
『共同存在の現象学』、熊野純彦訳、岩波
書店、2008 年、488 頁。
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私は西洋の哲学を学びながら、つねにそれを自分には異他的（fremd）なものと考えてき
た。自然にたいする大規模な人為的技術的介入にたいして私個人が抱く直観は、実のとこ
ろ西洋哲学から学んだことよりも、私の愛する日本の作家が自然への畏敬を表わした言葉、
「この世の全責任を負えるほど人間はエラくない」 47 にほぼ等しい。その直観は、私自身
が知らず知らずのうちに、神道、密教、本覚思想などと絡み合いながら日本の伝統の底流
をなしてきたアニミズムから体得したものであろう。したがって、世界が神によって創造
され、人間は神から他の被造物を管理する地位を授けられたという世界観とは対立するも
のである。だがその一方で、私は日本の伝統に根強くある自然と人間との一体感を支持し
ようとは思わない 48 。ハイデガーのいう「安らい」や「信頼性」はこの一体感と似た感覚
にいざなうように思われる。私はあえてヨナスについて学ぶほうを選ぶ。なぜならば、ヨ
ナスが指摘するように、自然を操作する人間の力はすでに巨大であり、力の関数に根拠を
もつ責任を免れることはできないからだ。人間が被造物にたいして責任を負うというヨナ
スの発想の源に神の創造があるにしても、その思想が私にとっていっそう異他的であるが
ゆえに、私はそれを通してどのように私が変わるかを知るためにもそちらをとる。
私はまた最後にカントに言及した。カントの人間の尊厳という概念は、カント自身がい
うように純粋理性が発見しうるものならば、あらゆる伝統に見出されうるものかもしれな
いし、少なくとも啓蒙以後の近代社会には何がしか共有されている概念である。しかし、
政府が SPEEDI 等のデータを早くに伝えれば、被ばく量を減らすことができたという指摘
や、原発で働く労働者の被ばく量隠しが慣行となっている事実の報道は、人間の尊厳とい
う観念が日本ではとっさの場合の行動の原理として働くまでには体得されてい ないことを
示唆しているだろう。哲学的知識としてはまったくなじみのものであるはずのこの観念の
法廷にいまさらながらに、私の属している伝統は立たされている。それゆえ、私たちはこ
の異他的な観念を通して、自分たちの伝統のなかにもそれに通じる要素があるのかどうか、
あるとすれば、それをどのようにして明るみにとりだすことができるかを試みるべきだと
私は考える。
尾崎一雄「盛夏漫筆」、『尾崎一雄全集』第 11 巻、1984 年、413 頁（漢字を略字体に改めた）。尾
崎はすでに 1952 年の時点で「在るものを勝手に人間が価値づけ始めてからどのくらいの時が経っ
ているのか知らないが、人間は、その方向へ、随分深入りして了ったように思われる」
（「毛虫につ
いて」、『尾崎一雄全集』第 5 巻、1982 年、150-1 頁、漢字を略字体に改めた）と記している。
48 たとえば、尾崎一雄の師である志賀直哉の『暗夜行路』後編十四には、
「人智におもいあがってい
る人間は何時かその為め酷い罰を被る事があるのではなかろうかと思った。嘗つてそういう人間の
無制限な欲望を讃美した彼の気持ちは何時かは滅亡すべき運命を持ったこの地球から殉死させず
に人類を救出そうという無意識な意志であると考えていた。〔…〕然るに今、彼はそれが全く変っ
ていた。〔…〕ついに人類が地球と共に滅びて了うものならば、喜んでそれも甘受出来る気持にな
っていた」
（新潮社、1968 年、218-9 頁）とある。主人公がこの考えにたどりついた経緯を捨象して、
責任原理からいえば、人類が地上の生命とともに自分の生命を滅亡させる可能性をもってしまった
今、人類が原因の他の生物種を道連れにした滅亡にたいして人類が「喜んで甘受」しようとするこ
とは許されない。
ヨナスはその死の 6 日前に行なったノニーノ賞受賞演説をこうしめくくっている。「最後の啓示
は、シナイの山や山上の説教や菩提樹下の仏陀からくるのではなく、無言の事物それ自身の叫びで
す。その叫びは、かつては神の被造物であったこの荒地の上で私たちが一緒に滅んでしまうように
しないためには、被造物を支配する私たちの力を抑制するように協力しなくてはならないという叫
びです（Jonas, Fatalismus wäre Todsünde, S.149）。
47
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以上は論証ではない。だから、あとがきとして付け加えさせていただいた。
＊本論稿は、科学研究費基盤研究（C）
「ハンス・ヨナスの哲学の統合的かつ重層的な理解
の構築」による研究成果の一部である。

Tetsuhiko SHINAGAWA

Technology, Responsibility, and Human Being
― Jonas and Heidegger on Technology
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