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はじめに 

  

一般に感情や情動といった概念は、西欧形而上学の歴史のなかで、魂の自己感受といっ

た意味あいで、世界へのわたしたちの受動的な関係性を規定するものであった。その場合、

外界の何らかの対象に触発されて、ある感情がわたしの内部に湧きおこるというように、

内面と外界、主観と客観の関係を前提したとらえ方がなされてきた。しかもその際感情は、

間主観的な共同世界における出来事として、公共的な言説によって分節化され理由づけら

れうるものと見なされた。  

 それに対して『存在と時間』のハイデガーは、感情や情動や気分の存在論的規定として

「情態性」という語を採用し、主観=客観関係を前提とした超越的で存在的
オンティッシュ

な理解を、超

越論的で存在論的
オン トロ ギ ッシュ

な立場から慎重に吟味する。つまり存在的
オンティッシュ

な次元においては、環境世界

において出会われる物によって気分づけられる場合であれ、他者との関係性によって惹き

おこされる感情であれ、世界の側に自己の関心が向けられ、世界の側から自己の有様を理

解してしまっているがゆえに、世界内存在そのものは隠蔽されてしまう。結論的にいえば、

情態性という概念にハイデガーが要求しているのは、世界内存在としてのわたしたちの有

様を全体として包括しうる本質規定（実存疇）なのである。  

 このように、感情、情動、気分等々を、経験諸科学の視点ではなく、哲学的・超越論的

に本質規定することの意味を本論でいま一度問いなおしたいと考えているが、それは、『存

在と時間』に始まるハイデガーの情態性論を解釈し、哲学史のなかにそれを位置づけるた

めというよりはむしろ、ハイデガーをひとつの機縁として、一般的なかたちで感情や気分

といった事柄自体にせまっていきたいと考えたからである。その際とくに、情態性と、エ

ポケーという現象学的概念との連関に着目すると同時に、さらに「詩的言語」の問題にも

触れたい。『存在と時間』でも述べられているように、詩的な語りの固有の目標が、情態

性のさまざまな「実存論的可能性」を伝達することにあるからである（SZ, 162）1。 

 

 

1．経験科学的な感情研究 

  

本論にはいる前に、諸科学において一般に感情や気分がどのように議論されあつかわれ

                                                   
1 以下、『存在と時間』（M. Heidegger, Sein und Zeit , Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1927）からの引用

と参照は、SZ の記号とページ数を示す。  
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ているかについて簡単に見ておくことにしよう。今日感情や気分の問題を積極的に論じて

いるのは、人工知能研究をはじめとする認知科学や脳科学の分野、あるいは進化論的アプ

ローチによる研究などである。  

 そこで問われているのは、たとえば、なぜわたしたちは、合理的な認知プロセスによる

情報処理能力に加えて、不可解な感情などというシステムを抱えているのか、という問い

である。つまり感情とはなにかという問いは、けっきょくわたしたち人間（あるいは動物）

にとって感情が果たしている役割や機能を説明することによって答えられねばならない

わけである。例をあげれば、ネオ・ダーウィニズムの立場からは、一見非合理的で不必要

に見える感情にも、隠された合理性がひそんでいるといった説明方式が提示される。（た

とえば無益で非効率に思える恐怖の感情も、長い進化のプロセスのなかでは、リスク回避

と生存可能性の増加に寄与してきた、というように。）そしてそうした説明の裏づけとし

て、脳の生理学的構造にさまざまな感情が局所的に関連づけられ、対応関係が発見される

ことになる。  

 けっきょく進化論的には、「種々の感情は、人類が狩猟採集民だったころの生態学的環

境に適応すべく自然選択されたもの」だとされる。それは、そのころ人類がたびたび遭遇

したであろう事態（捕食者からの逃走、未知のものとの遭遇、攻撃や脅威からの防御、子

供の養育、配偶関係の確立など）に対して、迅速かつ適切に対処すべく発達させてきた機

能なのである2。 

 たとえば神経学者のアントニオ・R・ダマシオによれば、感情とは「個体が経験的に学

習するための基礎となる評価システム」にほかならず、それは「ソマティック・マーカー」

つまりそのときどきの状況に応じて刻印されマークされた特異な身体状態のイメージ、に

よって制御されているという 3。 

 このように進化論的・認知科学的に説明された感情の生物学的機能のうえに、さらにそ

の延長線上で文化的・社会的機能が解き明かされうることになる。  

 だがそもそも機能とは何だろうか。機能とは、目的論的概念であり、「目的としての生

命体全体にとって役立ち有用であるもの、上位の目的たる生命にとって、下位にある個々

の働き」のことであろう 4。その場合、経験科学としては当然ながら、生命、機能、目的

といったものを、眼前にあるひとつの超越的対象とみなす客観主義的態度が前提になって

おり、したがって感情もまたそれら無前提な自然的態度の対象、つまりひとつの「物」と

化している。しかしわたしたちにとって感情とはおそらく、最終的にはひとつの物として

あつかうことはできないような経験であろう。だとすればわたしたちはむしろ、感情とい

う経験を経験そのままに、事柄に即して迫っていかねばなるまい。いいかえると、開示さ

れた「わたし」という場所において経験された事柄ないし出来事（ここでは感情）のロゴ

スを、毀損することなく露わにするまなざしが求められている。  

                                                   
2 遠藤利彦「感情の機能を探る」、藤田和生編『感情科学』、京都大学学術出版会、2007 年、p.7。 
3 船橋新太郎「感情の神経科学」、藤田和生編『感情科学』、京都大学学術出版会、2007 年、p.103。  
4 Wolfgang Blankenburg: Das Sich-Befinden zwischen Leiblichkeit und Gefühl, in: Michael Großheim (Hg.): 

Leib und Gefühl: Beiträge zur Öffnung der Anthropologie , Berlin 1995, S.193f. 
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 こうしてわたしたちは、感情ないし気分を、世界内存在であるわたしたちの自己の一様

態とみなすハイデガーの解釈に出会うことになる。  

 

 

2．個別的感情・気分の分析 

  

『存在と時間』では、現存在を構成する感情・気分の例として、恐れが取りあげられて

いる。ハイデガーによれば、恐れという個別感情の場合、その感情をひきおこす対象（環

境世界において出会われる恐ろしいもの Wovor）と、恐れにおいて気遣われているもの（つ

まり恐れをいだいている現存在それ自身 Worum）と、恐れという感情の作用そのものとい

う三つの契機が分裂したかたちで出会われ、それぞれ分節化して解釈することが可能であ

るとされる。対象によって触発され、自己の内部に恐れが湧きおこるというように、わた

したちは主観=客観関係を前提として気分づけられた自己を理解している。これが日常的

な、つまりハイデガーによれば非本来的な、気分の有様
あ り よ う

である。  

「恐れの Wovor、恐れること、そして恐れの Worum をわたしたちは分析する。これら三

つの視点が可能であり、それらが一体のものとして全体をなすということは偶然ではない。

これら三つの視点によって情態性一般の構造も浮き彫りになる」とハイデガーは述べてい

る（SZ, §30）。 

 だが、ここでハイデガーが取りあげるような事例、世界内部で脅かすものとして登場し、

わたしたちを恐れさせる対象、たとえば凶暴な犬への恐怖といった事例は、あまりに限定

されすぎており、感情一般をカバーするものとは見なしがたいのではなかろうか。 

 本論でわたしは、ハイデガーによる恐れの感情分析を出発点に、そこで提起された三つ

の観点をいま一度吟味しつつ、それを敷衍してより一般的なパースペクティヴを考えてみ

たい。  

 感情とは、間主観的な公共空間のなかでひきおこされ、言語やふるまいによって表現さ

れ、日々わたしたちに生きられている現象である。何よりこの点を念頭において、感情や

気分といった現象の分析を試みることにしよう。  

 

2-1. 文脈の開示 

 まず感情・気分が「何に直面して（Wovor）」生起するかという点に関して。たとえば何

に恐れをいだくかということで関わってくるのは志向性および因果性の問題であると考

えられる。その場合、志向性と因果性とは少々微妙な関係にある。一方では恐れという感

情が志向的にある対象に向かうということもできるが、同時にまた他方では、「凶暴な犬

に出くわしたので
．．

こわかった」というように、恐れの対象は恐れの原因・理由であるとい

うこともできる。  

 ここでは、志向性と因果性の関係という大きなテーマに深入りすることはできないが、

重要なのは、第一に、志向的にであれ、因果的にであれ、ある文脈、コンテキスト、ある

いは｢連関｣のなかで感情は生起するということである。第二に、加えてもう一点留意せね
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ばならないのは、その場合、感情の対象とみなすにせよ、感情を引き起こす理由とみなす

にせよ、｢恐ろしい犬｣のように環境世界で出会われる単独の存在者だけが恐れの感情に関

わるというよりは、ひとつの「事態」が問題なのではないかということである。つまり「一

匹の犬」への志向的感情というより、（他に誰もいない状況で、身を守るものを何も持た

ずに、目の前に不意に現れた凶暴な犬と向きあわねばならないという）「事態」に対して

わたしの感情は生起しているのである。そして最後に、この事態は命題的・言語的・公開

的に明示できるということ、これが第三点である。  

 いいかえると、恐れという感情は、命題的に言表されうるひとつの事態に関する志向性

ないし因果性の「連関や文脈・コンテキスト」のなかに位置づけられるということである。

つまりある感情・気分は、間主観的な共同世界における現象として、公共的な言説によっ

て分節化され理由づけられうるものと見なされるとき初めてそれとして認知されるので

ある。  

 もうひとつ別の例、恐怖よりもいっそう社会的・間主観的な感情である「くやしさ」や

恥辱ではどうだろうか。わたしが「くやしい」という気分に満たされているとき、他者と

の何らかの関係性によってその気分は規定されている。そのとき「くやしい」という気持

ち全体がわたしの存在を染めあげているが、その感情・気分は「誰それとの競争に敗れた

から
．．

、あるいは誰それに裏切られたから
．．

、くやしい」というように説明することができる。

くやしさの感情は、わたしたちの住む「理由の空間」内の出来事として、言語化され表現

されうるのであり、ハイデガー的にいえば、その際わたしの自己存在は、いわば他者関係

の側から照らし出され、理解されてしまっているのである。言語的・公共的に現出する｢対

象｣の側から自己を理解してしまっている意識の有り方に対する批判と、意識哲学ののり

こえといったモティーフを、こうした分析のうちに見てとることもできよう。  

 

2-2. 自己への顧慮（ふるまい・表現） 

 つぎに感情・気分が何を気遣って（Worum）生起するかに関して。恐れにおいては、志

向的・因果的に対象に出会われるだけでなく、いわば自己への反省性として、現存在自身、

およびその可能性が、関心の的（Worum）になっているとハイデガーは指摘する。  

 ところでそのようにある感情とともにわたしたちがわたしたち自身の有り方、可能性を

顧慮し、気遣うということは、けっして閉ざされた内面の出来事ではなく、自己の可能性

の具体化として、何らかのふるまい・態度や、行為や言説といったかたちで｢表現｣ないし

｢表出｣されるということでもある。つまり感情における自己との反省的関わり、あるいは

自己の可能的将来への気遣いといった契機は、公共空間、あるいは｢理由の空間｣における

表現の問題と深く結ばれているのである。  

 たとえば、ある文脈のなかで憎悪の感情がひきおこされるというケースを考えてみよう。

現存在はその憎悪の側から自己を理解し、意味づけ、自己（の可能性）をさまざまに表現

する。このとき、ふるまい・表現は、（自分のうちだけで、空虚に発散される場合はまれ

で、むしろ）共同相互的存在である現存在の企投（つまり可能的様態）として、働きかけ

やコミュニケーションというかたちをとるであろう。たとえば憎悪する相手に対して、「お
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前などくたばれ」とののしる、ネットに書き込んだりヘイトスピーチをわめきたてる、あ

るいはこぶしを振りあげて殴りかかる、等々の言動が考えられる。このように憎悪という

感情は、言語や行為のレベルで、公共空間のなかで表現されるわけである。しかし同時に

また、そのような言動とはまったく異なる形態の表現として、のちに触れるような詩の言

葉といったものも、現存在の情態的可能性の分節化である言語表現に属しているといえよ

う5。 

 

2-3. 感じることそれ自体（感じることの実質、クオリア）  

 最後に、もっとも重要な「感じること」それ自体、いわば感じることの実質、クオリア

について。たとえば憎悪することそのことの実質を考えてみよう。憎悪することそのこと

自体の質は、刻々変化し移りゆくだろう。ある状況で、ある人々に対して抱かれ、激しい

嫌悪感や怒りをともなっていた憎悪も同じままの質を保つことはできまい。憎悪が少しず

つ自己憐憫に変わっていき、やがて悲哀や虚しさの感情が優っていくこともあるだろう。

当初いだいたのと同じ強度の憎悪を保持しつづけるのは不可能だろう。そのように、ひと

りの人間の憎悪であっても一時も同じままでとどまることはないし、まして人それぞれに

はさまざまな憎悪がありえよう。いいかえると、憎悪であれ恐怖であれ何であれ、その質

に関しては、自己同一的な意味、概念に汲みつくしえないことを認めなければならない。

むしろ意味の境界のあいまいな、感情の諸カテゴリーが隣接していると考えた方がよかろ

う。 

 しかしながら他方で、すでに 2-1. 文脈と 2-2. 表現の項で考察してきたように、そもそ

も感情・気分とは何より言語的な何かであることは前提せざるをえない。つまりある感情

は、それが成立した文脈（2-1）が理解され、間主観的公共空間においてそれが表現される

こと（2-2）があってはじめて、その感情の実質（2-3）として同定され、言語的に規定さ

れることになるというべきだろう。  

わたしたちの気分や感情は、日常的なレベルでさまざまに名づけられている。つまり気

分や感情には、共同的・間主観的な自己理解が伴っており、そしてそれは（たとえ境界が

かなりあいまいであるにせよ）すでに言語的に分節化されている。したがって言語的・意

味的・規範的に規定されることによってのみ、感情の実質は確保されるのである。  

このようにしてわたしたちは、ある社会のなかで分節化された感情を習得し、感情にと

もなう正しいふるまいの規則を学び知り、感情の表現を他人とのコミュニケーションにお

いて使用しうるようになるといわねばならない。たとえば恐れの感情を習得する場面を考

えよう。恐れるということそれ自体の意味を幼児が習得するためには、公共空間における

文脈や外部に現れた表現（恐ろしいものの存在、怖がっている顔の表情、叫び声のあげ方

等々）と、恐れという感情そのものの実質とを持続的・恒常的に結びつけることができね

ばならない。感情、たとえば痛みや苦痛といった基礎的な情動でさえ、その感情がひきお

こされた文脈を理解するとともに、その感情にともなう表情やふるまい、言語表現や分節

                                                   
5 感情をコンテキストと表現とから把握する観点は、永井均の「感覚の文法」をめぐる議論から示

唆を得た。永井均『〈私〉のメタフィジックス』、勁草書房、1986 年、参照。  
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化を我がものにすることで、習得され、理解されるわけである。  

 別の角度からいえば、いったん｢恐れ｣の概念を習得すれば、通常、日常的・公共的・公

開的場面で出会われるのは、「恐れ」という語でひとくくりにされた感情の意味である。

社会的・公共的にはそれで十分通用し、当人もまたそのとき感じた一回的な恐れの感情・

気分を、剰余をふくんだそれ自体として主題化する必要さえ感じない。「恐れ」の感情・

気分の剰余、うつろいゆくその実質は、通常、いわば言語的に汲みつくされている。  

 しかしそのように公共空間において白日のもとに規定された感情や気分、たとえば恐れ

ることそれ自体は、コンテキストや表現や意味の言語的分節化の剰余にとどまるとしても、

わたしにとって感情がそのつど一回的に、それぞれ固有の質をともなってあたえられてい

ること、そしてそれが境界の不確かなうつろいゆくものであること、さらには感情の質そ

れ自体は他者に窺い知れないものであることも、じつはわたしは、暗黙のうちに同時に知

っている。つまり言語的に感情を習得するとともに、わたしは感情が原理的に語りえない

質をもつことをその定義上学び知ったのだといわねばならない。  

 もちろんそのような質は日常的には不必要で無意味であるがゆえにどこまでも隠され

たままに留まる。そのことがわたしに露わとなるためには、特異な反省的まなざしが必要

とされる。あえていえばそれは、日常的な自己理解を遮断
エポケー

し、そのつどの感情や気分の質

それ自体を見つめるまなざし、のちに見るように瞬間のまなざしとしての  Augenblick（「瞬

視」とも訳される）であろう。それはまた、そのつどわたしのものである自己存在（それ

は同時に世界内存在でもあるような自己存在）の一回性に直面するとき初めて可能になる

まなざしでもある。このとき出会われる基底的感情・気分が、ハイデガーによって不安や

退屈等と名指されたものではないかと思われる。わたしたちはつぎに、個々の感情の根底

にある基底的感情、ハイデガーの用語でいう情態性の問題に取り組まねばならない。  

 

 

3．情態性 

  

情動・感情・気分といった言葉の区別はかなり曖昧で、人によっても使用言語によって

も、また専門領域の定義によってもさまざまである。たとえば、認知科学の領域で、感情

一般には affect、秒単位で移ろいゆく一時的感情には情動（emotion）、やや持続的で時間

単位の感情には feeling、さらに長いスパンの感情には気分（mood）を充てるというように、

大まかな基準があるという 6。またボルノーは、恐れのように対象をもつ場合に「感情」

と呼び、不安のように対象をもたないものは「気分」と呼んで区別した（O・F・ボルノ

ウ著、藤縄千艸訳『気分の本質』、筑摩書房、1973 年）。 

 しかしここでは、感情や気分を広義に受けとって区別せず、むしろハイデガーがそれら

の存在論的規定として採用した情態性（Befindlichkeit）の概念に着目したい。つまり哲学

的観点にとっては、個別具体的な感情と、情態性との存在論的差異が重要であると考える

                                                   
6 藤田和生編『感情科学』、京都大学学術出版会、2007 年、p.363。  
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わけである。  

 それでは、情態性とはどのような概念だろうか。ドイツ語の Befindlichkeit（情態性）あ

るいは sich befinden（ある情態におかれた自分を見いだす）という言葉の面から考察して

おこう。そもそも  befinden という動詞は、語源的にみて「finden（見いだす）、vorfinden

（眼前に見いだす）」といった語と連関し、したがって再帰動詞（ sich befinden）としては、

第一義的に「（どこそこに）自らを見いだす、ある、いる」といった「空間的」意味あい

をもつものである。さらにこの表現は、たとえば「患者さんはどんな具合か？（Wie befindet 

sich der Patient?）」という言い回しのように、とくにある人がどんな気分状態、体調にある

かに関してよく用いられる。そうした場合に問われているのが、さまざまな個別的体験の

基盤・前提（潜在性）をなすものとしての「情態」なのである。この表現は「Wie geht’s? （い

かがですか？）」のように日常的によく使われる非人称表現と同様の意味あいをもってい

るが、この点に関してブランケンブルク（Wolfgang Blankenburg）はつぎのように述べてい

る。 

 

「ここで〔いかがですかという情態性への問いにおいて〕問われているのはあれこれの個別的

体験ではなく、わたしたちのあらゆる体験が基づいている諸前提である。その諸前提には、さ

まざまな潜在的可能性の体験といったものも、本質的に含まれている。」 7 

 

 このように befinden という語は、すでに中高ドイツ語（bevinden）の段階で、「経験する、

識る、気づく、知覚する」といったある種「精神的」意味で、見いだすことであったこと

からわかるように、単にニュートラルに「確認すること」だけでなく、（どのような状態

かを）「評価すること」を含んでいたといえよう8。 

 以上から、再帰動詞 sich befinden の意味は、「自分がどこそこの（空間的）場にいる」こ

とに気づくこと、つまりいまここにいるという現前性を意味すると同時に、いわば反省的

に、自分がどのような情態にあるかということの評価をも意味するようになったわけであ

る。ハイデガーが情態性（Befindlichkeit）という語を採用した背景には、それがごく普通

の日常語であると同時に、このような語源的厚みを有する点を考慮したからであろう。  

 いずれにせよハイデガーは、さまざまな感情の基底において、その感情を可能にしてい

る存在論的概念として情態性を考えている。だが、ハイデガーによれば、この情態性の本

質構造はたいてい隠されており、その全体性においてわたしたちにたち現れることはない。

通常出会われる個別的な感情や気分のあり方、つまり世界のうちで気分づけられたわたし

たちの自己のあり方は、感情や気分の日常的な自己理解において分節化され、いわば「（他

者関係や対象との関わりなど）世界の側から」規定されているがゆえに、感情としての感

情、気分としての気分としては隠蔽されているとハイデガーはいうのである。  

 それでは、どのようにして、世界の側からの自己理解を遮断し、世界内存在を世界内存

                                                   
7 Wolfgang Blankenburg: Das Sich-Befinden zwischen Leiblichkeit und Gefühl, in: Michael Großheim (Hg.): 

Leib und Gefühl: Beiträge zur Öffnung der Anthropologie , Berlin 1995, S.194f. 
8 Ebenda, S.196ff. 
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在として規定することを可能にするような存在論的視点がもたらされるのだろうか。  

 この日常においてわたしたちのまなざしは世界の側に差し向けられているために、その

まなざし自体はつねに隠されてしまい意識されることもないとすれば、そのことがいかに

顕わとなるかということこそ、哲学者にとって切実な課題とならざるをえない。フッサー

ルが、物の存在の超越性を自明視する自然的な態度を停止することで、超越論的な場を確

保しようとしたように、ハイデガーもまた、世界内存在たる自己が自己として丸ごと顕わ

になる経験、つまり他者や物とかかわる関係の場そのもの（意味地平としての世界）が開

示される卓抜な経験を探求する。そしてそのような開示を可能にするのが、根本的・基底

的な気分なのである。根本気分とは、自己がたまたま投げ出された世界が、世界として受

動的に顕わになる経験であり、存在論的なまなざしを可能にするような経験である。  

 ハイデガーは、ある特定の情態性にのみ、わたしたちの存在を全体的に照らしだす力を

認める。彼にとって哲学的に問うに値するのは、『存在と時間』における不安、『形而上学

の根本諸概念』における退屈、『哲学への寄与論稿』における慎ましさ（Verhaltenheit）な

ど、この意味での根本気分だけである。  

 とりまとめていえば、さまざまな個別的気分・感情を可能にする情態性とは以下の点に

おいて際立てられる。  

3-1. 卓抜な開示性であること（世界内存在たるわたしが、その存在自身において照ら

しだされるという意味で、Sichbefinden は、「自照」と意訳してもいいかもしれな

い） 

3-2. 理解に先立つ先行的地平の開示（ある気分に偶々「襲われる」というように、意

志的ではない受動性と被投性が問題となる）  

3-3. 単独化された自己性の開示（公共的言語による分節化ではなく、固有でそのつど

わたしのものである自己存在の顕在化）  

 これらはたがいに連関しあい、一体のものとして情態性の概念を規定している。以下に

簡単に順を追って検討しておこう。  

 

3-1. 開示性 

先に見たように、恐れという個別感情の分析において明らかになったのは、情態性にお

いてわたしたちは、環境世界に存在するものへと、理解しつつ関わっており、したがって

それらを意味づけ、言語的に分節化しているということであった。また、他者との関係性

によって生起する情態性、たとえば怒りや憎悪等々も、この世界が、共同的・間主観的世

界であり、いわば「理由の空間」として、言語的なコンテキストと言動・ふるまいの連関

によって構成されていることを前提していた。つまり情態性は、世界内存在としての自己

の理解、およびその言語的分節化としての開示性の一様態なのである。  

 このことは、わたしたちの現存在の開示性の独特の性格を明らかにする。すなわちそれ

は、いかなる理解も気分づけられた理解であるということ、また逆に、世界内存在の受動

的自己開示としての情態性においても、理解と言語的分節化がともに作動しているという

ことである。わたしたちは気分づけられた理解において、世界内存在全体の構造契機、つ
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まり世界、自己、他者の三者に出会い、そのつど開示している。  

 このような、情態性と理解との不可分性に関するハイデガー的解釈を、現代風のいい方

であらわせば、いかなる認知プロセスにも感情が関与しており、いわば情態的に染めあげ

られているということであろう。門脇俊介もいうように、「ハイデガーが現存在の存在様

式のほぼ全体を覆う情状性・了解・語りに対して、開示性という特徴づけをあたえるひと

つの大きな理由は、伝統的な認識・認知の概念が逸しつづけてきた、広い意味での「認知」

のあり方をこれらの開示性の諸様式に認めてやることにある。情状性にも、単に内的で私

的な意識に何らかの感情の質が現れるという以上の、あるいはそれではとらえきれない

「認知」のあり方が認められることになる。」9 

 たとえば、感情と思考・認知・論理のプロセスとの相互作用に基づく精神医学的研究を

創始したルック・チオンピの『感情論理 Affektlogik』（1982 年）の枠組みも、情態性に関

するハイデガーの解釈を踏まえたものである。  

 ところで情態性の開示は、わたしたちの存在を基底から照らし出すという意味で「自照」

とでも呼ぶことができようが、しかしそれは、すべてを透明に認識しつくす完全な自己知

としての開示性ではない。むしろそれは、身体の不透明性の内から照らし出す光であり、

半透明のガラスを透かし見るように、気分や感情が志向性につきまとうということである。

つまり完全に透明なガラスであれば、自分以外のすべてを顕在化させることで、それ自体

はどこまでも無に留まることができるが、情態性にあっては、その半透明性（ translucidity）

において、世界内存在そのものが色づけられ、翳りを帯び、肉としての厚みを獲得するの

である。あえていえば、情態性とは、世界の感触であり、世界に触れられること（触発さ

れること）なのである。この点に開示性としての情態性固有の性格がある。  

 

3-2. 被投性 

 そしてこの点はまた、感情や気分が意のままにならないということ、情態性によってわ

たしたちが受動的・非意志的に「襲われたり」「撃たれたりする」といった特異な性格を

おびることに直接連関している。わたしたちが気分づけられているということは、意図せ

ぬまま何らかの「雰囲気」のうちに投げこまれているということであり、そのような雰囲

気としての情態によってわたしたちはつねに既に限定されているのである。  

先に見たように情態性とは、世界内存在としての自己が自らに触れることであり、自己

感受であり、自己自身に与えられることであるから、単にいまここで現前している感情や

気分に留まらず、「すでに与えられてあること」、「世界へと開示されつつ差し向けられて

いること（Eine erschlossene Angewiesenheit auf  Welt）」をも意味している。情態性とは、自

己に対して世界が偶然的・受動的にゆだね渡されていることの開示であり、それゆえ自己

がすでに取り戻しようもなく世界へと投げ込まれてしまっていることの刻印である。情態

性とは、たまたまこの世界に投げ出された自己の開示として「被投性」を意味している。 

                                                   
9 門脇俊介「認知と感情 ―ハイデガー的アプローチ」、門脇俊介・信原幸弘編『ハイデガーと認

知科学』、産業図書、2002 年、所収、p.109。なお引用文では Befindlichkeit（情態性）が、情状性

と訳されている。  
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このように情態性という概念において、受動的・被投的・非意志的な世界開示をみてと

ることが重要である。  

 

3-3. そのつどわたしのもの je meines であること（言語化しえない事実性、単独

化、瞬間） 

ハンナ・アーレントは、「どんな悲しみも、それを物語に変えるか、それについて物語

られれば、耐えられるものとなる」（イサク・ディネセン）という言葉を『人間の条件』

で引いている。一般化すれば、わたしたちは感情のリアリティを言語化することで、それ

を自らの力のおよぶ範囲、人間的な意味の領域の内で担い支えようとする。つまりわたし

たちは、公共的・公開的言語空間のうちで感情や気分を分節化して物語り、志向性と因果

性の連関に繋ぎとめることでいわば手なずけている。  

しかし本論で主題化すべき情態性の分析が可能であるためには、じつは個々の気分に先

立つ根本気分、個別的感情に先立つ根源的な自己触発、ハイデガーの具体例でいえば恐れ

に先立つ不安が、けっして手なずけることができず、語りえない質において露わになって

いなければならない。これまでの個別的な感情や気分の分析においても、たえず基底的な

情態性に立ち還ることが求められるのであり、最終的には後者のみが哲学的問題として現

れるのである。  

わたしたちは先の分析において、感情や気分の質それ自体が、いわば言語的文脈に汲み

つくされ、公共世界に流通することを見てきた。だがわたしたちはいまや、自らをそれ自

身で照らし出す情態性が、現象として自らを示すがままにつき従っていかねばならない。 

ここでハイデガーにおいてとりわけ注目したいのは、Jemeinigkeit（「各私性」とでも訳

すほかない）の概念である。そもそも感情とは、そのつどのわたしのありありとした現前

に深く結ばれている。たとえば、わたしの「心」や「思い」といった概念は、ほとんどわ

たしの「感情」という概念と重なるのではなかろうか。判断や推理のプロセスも、たしか

にそのつどわたしのうちで生起するわたし自身の働きだとしても、普通わたしたちはそれ

をわたし固有のものとはみなさない。その意味で感情のもつ、特異な開示作用は、わたし

の固有性、単独性と分かちがたく結合しているといえよう。  

そのつどわたしのもの（je meines）である情態性は、わたしの自己の事実性として、被

投的にわたしの世界内存在を開示する。「気分において現存在は、現としての自己存在に

直面せしめられている」（SZ,134）のである。  

ところでこの自己の有様
ありよう

の固有性は、被投的に委ね渡されたものである以上、けっして

自らの裁量で意のままにしうるものではない。しかもそのように自己存在が偶然的である

ことは、さしあたりわたしたちに隠されており、日常性の視圏にとどまるかぎり見えうる

ようにならない。ハイデガーの単独化（Vereinzelung）の概念は、まさに不安という根本気

分によって、なかば否応なしに日常的自己の隠蔽が暴き示されるという事態を名ざした概

念であるといえよう。単独化とは、けっして内面的に閉ざされた自己の孤立化ではなく、

むしろ世界内存在として開かれた現存在の「いまここ」における情況を瞬間において見す

えるまなざし（Augenblick）なのである。  
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そのつどわたしのものであるという性格（Jemeinigkeit）、単独化（Vereinzelung）、瞬間の

まなざし（Augenblick）という三者の連関は、『存在と時間』においてかならずしも明確に

されてはいないが、根本気分としての退屈を主題化して考察した 1929/30 年冬学期の講義

『形而上学の根本諸概念』においては、つぎのように語られている。  

 

「存在するもの全体の拒絶において、同時に告知されているのは、現存在を本来的に可能にす

るもの、つまり瞬間のまなざし（Augenblick）である。それは、Da-sein （開かれた現の存在）

へと決意する現存在のまなざしである。そしてこの Da-sein （開かれた現の存在）とは、完全に

情的に襲われた情況における実存として、つまりそのつど一回的・唯一的な実存として、その

つど存在することにほかならない。Augenblick （瞬間のまなざし）とはなにか、また Augenblick 

のうちで、Augenblick とともに生起するものは何か、また現存在が自己自身へと単独化する
．．．．．

と

はどういうことか、とわたしたちが問うならば、それは、この（退屈という）根本気分が可能

性として何をわたしたちに告知しているのかという意味において問うているのである。」 10 

 

ある基底的な気分に襲われるということは、日常性のレベルで馴染まれた他者関係と世

界関係が切断
エポケー

され、単独化がもたらされることであり、それは、存在するもの総体の無意

味化（自らをあたえないこととしての「拒絶」）であるということ、だが同時にそれは、

開かれた世界内存在（Da-sein）が「そのつどわたしのもの」である一回性・固有性におい

て垣間見られる瞬間でもあるということ、こうした事態の連関がここで問われているのだ

といえよう。この問いはハイデガーの場合、具体的にはまず不安の分析によって答えられ

る。この点も一通り見ておこう。 

 

 

4. 不安 

 

『存在と時間』の時期のハイデガーにとっては不安という気分が、わたしたちの現存在

を全体として露わにする卓抜な情態性として位置づけられていた。キルケゴールから受け

継ぎハイデガーの解釈する不安とは、日常の自明性が崩壊に導かれるような経験、ひとつ

の「欠如」として不意に日常のただなかにたち現れた空隙のような気分であったといえよ

う。いいかえるとそれは、自明性を問いに化し、わたしたちを哲学的に問うことのもっと

も始原的な衝迫へと投げかえすような気分でもあった。  

『存在と時間』の第 40 節や講演「形而上学とはなにか」（1929 年）においてハイデガー

は、この不安という気分に面とむかい、分析をくわえている。そこではこの時期のハイデ

ガーのもっとも生々しい肉声を聴きとることができるように思われるが、というのも不安

は、存在ないし意味への問いにわたしたちを否応なく導く、いわば「哲学的・実存的な気

分」として位置づけられると同時に、わたしたちの現存在の構造全体が開示され理解され

                                                   
10 『ハイデガー全集  第 29/30 巻（形而上学の根本諸概念）』GA29/30, 251. （ ）内は筆者の補足。  
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うるようになる経験として特別の意義をあたえられたからである。古代の哲学者にとって

「驚き」の概念がそうであったように、不安について語ることでハイデガーは、存在の問

いを問わざるをえないもっとも内的な必然性を解きあかしているのだといえよう。  

恐れのような個別的感情とは区別された不安のただなかにあってわたしたちは、「なん

となく不安だ、不気味（unheimlich）だ」といわれるように、特定の存在するものにとら

われているわけではなく、その対象は無規定のままである。むしろ不安においてわたした

ちは存在するものの全体に直面するのであり、そうした存在するものの全体が無に転化す

ることを経験する。いいかえれば存在するものが存在するということを可能にしている地

平としての世界が、つまり日常的には隠されたままである世界が、さらには世界内存在と

してのわたしたち自身が、無として押しよせてくるような経験、それがハイデガーのいう

不安である。  

わたしたちの現実存在の現象学的分析の書である『存在と時間』においてなされたのは、

存在するものからそのものの存在へと視線をさかのぼらせ、現象学的に還元していくとい

う作業であった。しかしそうした叙述の順序とは逆に、先だってつねに分析を導いている

のは、この日常性を日常性として見るまなざし、つまり「不安において露わとなる無」を

見つめるまなざし、である。そもそも『存在と時間』という書物は、不安という根本的気

分のもつ明証（Evidenz）を唯一の拠り所として成立しているともいえるのであり、その明

証の光に照らされて現存在の存在の意味が、全体的・統一的に解明されることになるわけ

である11。 

こうした方向での根本気分の解釈は、1929/30 年の『形而上学の根本諸概念』における

退屈の分析においても受け継がれている。『存在と時間』においては恐怖との対比によっ

て不安が際だたせられたように、『形而上学の根本諸概念』では、「なんとなく退屈だ」と

いわれる場合の根本気分としての退屈が、先立つ第一、第二形式の退屈と対照させられて

いる。  

 

 

5. 非情性 

 

だが、このような仕方での根本気分の特権化ははたして正当なのだろうか。わたしたち

の日常的生をいわば脅しつけるような不安や退屈は、一種の極限的・例外的気分の恣意的

な哲学的粉飾とはいえないだろうか。  

この問いに答えるために、ここではより一般的に、感情や気分の個別性と、それを可能

にしている基礎的情態との関係という視点から考えてみたい。つまり個別感情とは、基底

的な情態性の差異化であり、具体的な限定であるというように考えたいのである。  

情態性とは、わたしたちの存在の存在論的受動性の基盤をなしており、その意味でさま

ざまな具体的感情を可能にする現象学的根拠であるとすれば、他方で情態性は必然的に自

                                                   
11 小林信之「気分について ―ハイデガーの思索から」、岩城見一編『感性論‐認識機械論と

しての〈美学〉の今日的課題』、晃洋書房、1997 年、参照。  
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らを個別化し差異化することでしか現象しえないともいえよう。不安であれ退屈であれ、

何か特権化された感情や気分の存在を前提するのではなく、むしろ情態性とは、そのつど

の一回的な情況において世界内存在としてのわたしが自己を感受する仕方でしかないと

いうことである。いいかえると、ひとつの個別的・具体的な経験として必然的に現れざる

をえない自己の自己性を、その身体的・言語的・志向的なさまざまな現象形態において受

動的に感受すること、そのことが情態性であるといえよう。  

そのような自己感受ないし自己触発としての開示性、「自照」とも呼ぶべき開示性は、

個別具体的な「いまここ」の情況をつねに、その基底から照らしだしているのである。こ

こには、情態性の個別的諸感情との一体性と、そのつどの「いまここ」の瞬間における差

異性（つまり非公開的・非言語的な固有の質の開示）との同時的な生起を見てとることが

できる12。 

このように考えれば、ハイデガーの論じる不安のような極限的・例外的現象を特権化す

る必要はなくなるのではなかろうか。そして日常の何げない瞬間に、その一回的感情・気

分へと反省的に立ち還ることで顕現し照らしだされる世界内存在の情態性を、わたしはこ

こで世界の非情性と呼びたい。非情性という基底的な感情、情的であることの否定である

ような情態性とともに、そのつど生起する世界内存在としての自己の有様が世界内存在と

して丸ごと瞬間のまなざしにとらえられるのである。すなわちそれは、わたしたちが日常

の取りとめない感情、憎悪や恐怖や喜びや苦痛や悲しみをエポケーし、それ自体として見

つめるとき、それら移ろいゆく搖れ動きの根底に、あらゆる感情の否定であるような情態

性の静けさ、静謐さが透視されるということである。たえず気分づけられ、感情にゆすぶ

られ、多様な情態に色どられた、世界内存在としてのわたしの自己と世界とは、そのつど

その根底において非情なのである。  

先の三契機に即した個別感情の分析（2-1, 2, 3）でいえば、志向的対象も、現存在の日常

的可能性も、感じることの質それ自体も、非情性においては無規定的・無差別的に顕わに

なるというように考えることもできるが、反対に、基底的感情から透かし見られることに

よって初めて、そのつど各感情・気分の固有性がたち現れるともいえよう。  

だが、この意味での情態性は、日常的な意識に身をさらし、注意深いまなざしに照射さ

れるどころか、むしろ逆に、そのように志向的に関わろうとする意識作用から身を翻し、

逃れ去り、消え去っていく。わたしたちの公共的言語空間のなかで基底的な情態としての

非情性はつねに隠されている。この非情性を非情性としてまなざしのうちにとらえるため

には、ひとつの態度変更が必要とされる。情態としての非情性にともなう態度変更とその

開示力は、哲学史的概念であるエポケーとの連関においてとらえることができると思われ

                                                   
12 マックス・シェーラーの言葉を借りつつ、ミシェル・アンリはつぎのように記している。「様々

な感情の間に設定される差異は、ある様相から別の様相へのたえざる移行とともに具体的にただ

ひとつの生の諸様相として成立するような生の「一体性における差異」である。〔…〕差異や対

立の可能性そのものが、一体性の内に、つまりただひとつの根本的気分の具体的一体性の内に存

しているのである」（ミシェル・アンリ『現出の本質』、法政大学出版局、2005 年、p.880）。Ｍ・

シェーラーのいう「生」やＭ・アンリのいう「情感性（affectivité）」の概念を、本論の文脈におい

て「情態性」と解すれば、同様の見解を見いだすことができる。ただし本論の立場は、Ｍ・シェ

ーラーやＭ・アンリの形而上学的前提と相容れるものではない。  
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る。その点にも触れておこう。  

 

 

6．エポケー 

 

基底的な情態性とは非情性である。さまざまな個別的感情は、この自照する非情性のう

えを漂う波立ちのように現象している。半透明の身体性において、あるいは多様な言語的

分節化において立ち現れるそのつどの感情の質は、さしあたりそれとして隠されているけ

れども、単独化しそのつどわたしのものである自己性の経験とともに、それら個別感情の

基底に、非情な世界の相貌が反省的・否定的に垣間見られるといわねばならない。  

こうした基底的情態としての非情性は、わたしたちの日常的行為であれ認識であれ、そ

の根底においてそれらを気分づけており、不可分にいわばぴったり貼りついている。存在

するものを生活世界の内で（有用性や有害性や美や善といったかたちで）わたしたちにと

って価値あらしめているものは最終的にはわたしたちの意志であり欲望であるが、そうし

た意志や欲望が、わたしたちの生活世界を支え、わたしたちの行為と認識の根底にあるこ

と、このことを非情性は、情的であることのたえざる否定を通じて露わにする。「火は火

に焼かれず」という言葉のとおり、非情としての情態性の炎は、どこまでも自らの固有性

を保ちつつ、わたしたちの日常性を照らしだすのである 13。 

さて、ここでいま少し情態性概念のもつ「現象学的」な意味について掘り下げてみるな

らば、世界に差し向けられたわたしたちの自然的存在様態を遮断し、いわば世界内存在全

体を宙吊りにすること、このことは、哲学の歴史においてエポケーという概念によって提

起された事柄であった。  

クラウス・ヘルトは、論文「真理をめぐる抗争」において、古代ギリシアにはじまり、

ピュロンの懐疑論をへて、デカルトの方法的懐疑にいたる哲学史をエポケーという観点か

らたどり、二〇世紀の現象学に到達するまでの前史として描きだしている 14。またヤン・

パトチカは「エポケーと還元」において、フッサール現象学における還元の操作にとどま

らない徹底化されたエポケー概念を構想している 15。 

このようにエポケーを広義の徹底化された意味において考えるならば、ハイデガーによ

って導入された情態性も、学的意志の停止さえ含意するような鋭利なエポケーの刃を備え

ているといえよう。というのもこれまで見てきたように、情態性とは、前意志的な受動性

の次元において、否応なしにわたしたちの世界内存在を照らしだすような開示性にほかな

らないからである。理解に先立つ先行的地平の開示は、存在論的には受動性の次元におい

                                                   
13 大橋良介『聴くこととしての歴史』、名古屋大学出版会、2005 年、p.217、参照。なお、わたし

はこの非情性を、広く静観的まなざしの美的「無関心性」や「非人情」（夏目漱石『草枕』）、不

気味さといった概念との連関において考えている。  
14 クラウス・ヘルト「真理をめぐる抗争 ―現象学的エポケーの前史」、佐藤義之・安部浩・戸

田剛文編『知を愛する者と疑う心  ―懐疑論八章』、晃洋書房、2008 年。  
15 ヤン・パトチカ「エポケーと還元〔含 訳者解題〕 （ヤン・パトチカのために ―チェコの哲

学者・生誕 100 年）」、『思想』第 1004 号、岩波書店、2007 年 12 月、pp.91-108。  
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て、被投的・非意志的世界開示として、なにより情態的に生起するといえよう。  

ハイデガーはこのように、とりわけ不安という気分の概念によって哲学的言説のいわば

極北にいたったようにみえる。しかしながら先に触れたように、そのようにエポケーを拡

大し、その徹底性の限界に達したかにみえるハイデガーの不安概念も、本論のこれまでの

考察を振り返って、その特権性を解除して考えるならば、いわば構成された哲学者の気分

にすぎないといえるのではなかろうか。学的前提さえ遮断して、わたしの日々の経験とし

ての感情をその非情な相貌のうちに見極める必要があろう。  

エポケーの受動的な発動は、日常性の地平（世界開示性）の外部としての隠蔽性にふれ

る経験として、たとえば自明性が喪失するような病理的事例でもありうるし、あるいはの

ちに触れるように、日常のほんの些細な感情の動きに目を凝らす詩的経験でもありうる。 

 日常的理解を遮断し、世界内存在をその非情性において瞬間的に垣間見ることを可能に

する情態性は、そのつど具体的に生きられる感情、わたしにとって固有で比類ない一回性

の経験（ハイデガーが  je meines と呼んだところのもの）と不可分である。だとすれば、

その具体性・事実性・一回性は、それを哲学的・超越論的次元で言語化した途端、毀損さ

れ、いわば概念の抜け殻と化すといわねばなるまい。先に個別的感情の分析において示し

たように、感じることそのこと自体の質は、わたし固有の事実として言語化しえない「剰

余」にほかならず、日常においてつねに隠されながら、わたしにとっての世界のリアリテ

ィの基盤をなしている。  

世界の非情性はどこまでも超越論的な概念把握を寄せ付けず、いわばネガティヴな仕方

で示されるほかない。それはいわば、いっさいの超越論的思考の不在において、「世界そ

のもののエポケー」として生起する。世界の言語が黙するとき同時に、情態性の言葉が、

世界の非情性を語り出すといわねばならない。そのとき情態性は、存在するものの諸連関

をけっして変化させたり作りかえたりするわけではなく、ただその関係性を留保するにす

ぎない。それは、世界をその非情の相において映しだし、そこから存在するものの本質を

照らしだす詩的形象という性格を帯びるのである。  

 

 

7．詩 

 

哲学者の言葉によって存在論的に語られた情態性は、いわば概念構築のために切実に要

請されたものであったともいえようが、しかしそうした営みとは別に、わたしたちのほん

の些細な日常のなかで、束の間浮かびあがっては消えていく感情や気分のうちに、世界内

存在の自照は起こりうるのである。そしてそうした自照の経験を象り、分節化する言葉、

むしろ哲学者の概念以上に犀利なエポケーの言葉を、とりわけ詩のうちに見いだすことが

できよう。一回的経験へと開かれた言葉、情態性の伝達を固有の目標とする詩の言葉にお

いてわたしたちは、エポケーとともに被投的に目撃された情況（つまり気分的に開示され

たそのつどの世界）に遭遇する。そこでは歴史的にもたらされた時の留まり（Epoche）の

様相がそのつど顕在化するであろう。  
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情態性と詩の問題に関して、また哲学的言語とは区別された詩的言語の特異性に関して、

なお多くのことを論じなければならないが、ここでは、管見に入ったかぎりのごくマイナ

ーな具体例として、ある死刑囚の俳句を紹介して本論を終えたい。  

本論のタイトルに掲げた言葉は、大道寺将司の俳句「棺
かん

一基
い っ き

四顧
し こ

茫々
ぼうぼう

と霞みけり」から

採ったものである（『棺一基 大道寺将司全句集』、太田出版、2012 年、所収）。アナーキ

ストであり連続企業爆破事件の首謀者であった大道寺将司は、おそらくある年代以上の人

間にとっては、ある種呪われた名前ではないかと思われる。同様に世間を騒がせた連合赤

軍事件と並んで、彼のひきおこした一連の事件は、1960 年代後半から 70 年代にかけての

リベラルな新左翼運動への社会的共感や信頼を一挙に失わせるものだったといえよう。運

動を大衆レベルから葬り去り、一挙に退潮へと導いたという意味で決定的な影響をおよぼ

した出来事として一般に記憶されている。 

大道寺はその後囚われて死刑判決を受ける。以後、彼の名前は世間から忘れ去られたか

にみえたが、一年ほど前作家の辺見庸が大道寺の句集を編集・出版し、またテレビなどで

も紹介して、ふたたび注目を集めるようになった。  

おおよそ大道寺という人物に関するわたしなりの簡略な紹介としては以上であるが、し

かし本論で彼の句を取りあげたのは、そうしたいきさつを一切抜きに、言葉自体の力にあ

る種の衝撃を受けたからである 16。 

大道寺は、現在でもおそらく日本国家に対する戦いを放棄し、罪を悔いあらためたわけ

ではないであろうが、しかし俳句という表現手段を選んだ時点で、ある意味、政治的・公

共的空間から離脱し退却したといえるのではないかと思われる。つまり死を直視すると同

時に、閉ざされた独房から世界を見つめる道を選んだのだといえよう。  

今回タイトルに取りあげた句に関していえば、周囲はただ漠と霞むばかりのなかに、柩

がひとつ佇んでいるという寂寥とした風景を切り取ったものとして、さしあたり解するこ

とができよう。そして重罪を犯し四十年近くを獄舎で過ごした稀有な人の心象をここに見

てとることもできるかもしれない。しかし同時に、「棺一基」という単独化の極北の表現

には、日々死を脚下に凝視しつづける者にのみ授けられた根本気分が、つまり世界の非情

性が、凝集しているといわねばならない。  

大道寺は自らの活動において決断を下し、敗北し、数奇な偶然によって生きながらえ、

                                                   
16 いくつか彼の句を選んでここにあげておこう。  

-夏深し魂消
た ま ぎ

る声の残りけり  

-蛍火や不思議なるもの命なり  

-八州
はっしゅう

の闇深々と梅雨あがる  

-実存を賭して手を擦る冬の蠅  

-双眸に心ばへ立つ雪明り  

-あかときの深雪
み ゆ き

にはかに荘厳す  

-天穹
てんきゅう

の剥落のごと春の雪  

-いだきたる真
ま

闇
やみ

の底も朧なり  

-寝
い

ねかねて自照はてなし梅雨じめり  
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それでも井の底から世界を見つめつづけた。そのとき彼にとって俳句という短詩形の言葉

は、瞬間のまなざしによって見てとられた現存在の情況の結晶化として語りだされている

といえよう。  

 

Nobuyuki KOBAYASHI  

Befindlichkeit, Epoche und Dichtung 


