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困窮の是認と同等化の行方 

―存在の歴史における根本気分についての一考察― 

 

陶久 明日香（学習院大学）  

 

 

はじめに 

 

本大会の統一テーマ「時代の根本気分」を考える上での指標としてまず、ハイデッガー

が 1929/30 年の冬学期講義『形而上学の根本諸概念』で「今日の現存在の一つの根本気分」

（vgl. GA 29/30, 116, 200）と称した「退屈（Langeweile）」を思い起こしてみよう。この時

代の根本気分は、ひとを緩慢で味気ない空虚に放置する居心地の悪い現象である。今日の

西洋的現存在は根本から徹底的にこの気分によって規定されているが、知らずのうちにそ

こから逃避しており、この気分はほとんど気づかれないとされる。その反照として挙げら

れている事象が、日常において様々なレベルで行われる「暇つぶし」である 1。 

この「退屈」についての言及は、西洋の哲学の歴史を「存在の歴史」とみなす 30 年代

以降の構想の中核を担う『哲学への寄与』（1936-38：以下、『寄与』と略記）、またドイツ

軍が連合軍に降伏して間もなくの講演「貧しさ」（1945）でもなされる2。さらに 40 年代後

半から「存在の歴史」の構想の枠内で展開される技術論でも「退屈」は依然として論じら

れる。たとえば故郷メスキルヒで行われた講演「メスキルヒ 700 年」（1961：故郷の夕べ

への式辞）では、特に現代技術の支配に面しての故郷喪失が問題とされ、その連関で現代

                                                   
1 『形而上学の根本諸概念』において、ハイデッガーは退屈の第一形式（何らかの特定なものによ

って退屈させられる）、第二形式（何らかの特定の状況において特定の人物としての自分自身を

退屈させる）、そして「何となく退屈である」という「深い退屈」としての第三形式の考察を行

っており、この際、現存在をその根本において潜在的にはつねにすでに気分付けている深い退屈

が他の二つの形式が生成する可能性の条件であるとする（GA29/30, 235）。本来、深い退屈におい

ては「暇つぶしが欠けて」（GA29/30, 204）おり、より厳密に言うならば、暇つぶしは「単に欠け

ているのではなく、それは我々によってもはや全く認められていない
．．．．．．．．．．．．．

」（GA29/30, 205）。暇つぶ

しがそもそももはや認められていないことは確かに、深い退屈それ自身によって要求されてはい

るが、（vgl. ebd.）それでも暇つぶしはこの深い退屈が顕現化する際は、先の引用が示すように、

我々によって認められない。「深い退屈が目覚める
．．．．

のは、我々がそれに逆らわない場合のみ」

（GA29/30, 240）である。暇つぶしを認めないという深い退屈の要求に、我々が適切に耳を傾け対

応する場合にのみ、深い退屈は顕現化し得る。とはいえ人がたいてい努力するのは、この要求に

対して大声を出したり（これは第一形式の生成に通じる）、聴こうとしない投げやりな態度をと

ったりする（これは第二形式の生成に通じる）ことを通じて深い退屈を覆い隠し、眠り込ませる

ことであり、この覆い隠しとの連関で、それに対して特定の暇つぶしが行われるような第一形式、

またパーティーなどといった特定の状況全体が暇つぶしとなるような第二形式が生じる。退屈の

こうした二つの形式は、決して自立的にそれ自身で生じるのではなく、深い退屈の歪められた形

態であり、諸々の暇つぶしも現存在の根本において深い退屈が潜在的につねにすでに生起してい

るがゆえに為され得るということが示唆されている。  
2 Vgl. Martin Heidegger, Die Armut, in: Heidegger Studies, vol. 10, 1994, S. 5-11. これは 1945 年 6 月 27 日に

フライブルク大学哲学部の疎開講義で行われた講演の原稿である。西山達也訳・解題『貧しさ』、

藤原書店、2007 年、180 頁参照。  
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人の「暇つぶしへの病的な欲望」（GA 16, 580）と、ひとをこうした欲望へと向かわせるに

もかかわらず押しのけられ、隠されている「深い退屈」との関係が言及されており、こう

した問題自体、もはやメスキルヒやドイツまたヨーロッパにおいてだけでなく全地球上の

人間にとって生じる問題であるということが述べられている（vgl. GA 16, 578）。現に電車

での移動中、歩行中まで寸暇を惜しんでスマートフォンやタブレット端末、携帯電話の画

面を食い入るように見入っている人々の姿が極めて日常的なものとなった現代の日本で

も、ハイデッガーの上述の根本気分の見解はアクチュアリティをもつものと考えられる。 

しかしその一方で我々は、「原子力時代は果たして依然として本当に退屈によって規定

されているのか」という問いを挙げることもできる。日本への原爆投下を通じての第二次

世界大戦の終結後、ハイデッガー自身こうした「原子力時代」の危機を確実に意識しなが

ら技術への問いを展開していた。それにもかかわらず―西洋の歴史の「別の始元の根本

気分」として「驚怖（Erschrecken, Schrecken）」、「物怖じ（Scheu）」といった戦慄めいた気

分3、そして「控えめ（Verhaltenheit）」を重要視しつつも―現代技術の問題との連関で「退

屈」に依然として焦点を当てているのは、奇妙な感じを受ける。この「退屈」という気分

が、「存在の歴史」の構想において重要視され続ける理由は何なのか。また退屈と同様に

「存在の歴史」の構想において重要視される先の三つの「別の始元の根本気分」の事象的

意義は何なのか、またそれらは西洋とは歴史の始元を異にしつつも、技術支配の現状を共

に生きる我々にとって、退屈と同様にアクチュアリティをもつのであろうか。  

本論文はこのような問題意識を端緒としており、こうした諸気分の考察に取り組むもの

である。しかしその予備考察として、古代ギリシア人のもとで生起した西洋の哲学の歴史

の「第一の始元」を規定する根本気分であるとハイデッガーが称する「驚愕（Erstaunen）」

についての検討を欠くことはできない 4。それゆえ以下においては、まずは「驚愕」の構

造ないし規定力とその内に彼が看取している「同等化」という問題を簡潔に明らかにする

（1）。次に第一の始元と別の始元との関係を視野に入れた上で（2）、その顕現化が準備さ

れるべきいわば将来の気分としての「別の始元の根本気分」に関して言及し、ハイデッガ

ーがそれらを重要視するその事象的意義を確認する（3）。そしてこうした根本気分が絶え

ず覆い隠され顕現化することが困難であるということを、「退屈」との関係で示し（4）、「存

                                                   
3 『寄与』の“Das Seyn”においては、戦慄（Entsetzen：ギョッとさせつつ抜き置くこと）が別の

始元の根本気分との連関でしばしば語られている（vgl. GA 65, 483ff.）。  
4 ハイデッガーはギリシア人のもとでの「第一の始元」の唯一性を主張し、その根本気分である「驚

愕」に古代からこれまでの西洋の全歴史を規定するという尋常でない力を認め、ややもすると極

端な一元論かと思われる仕方でこの気分の規定力について論じている。ゆえに「驚愕」の持つ事

象的意義を考慮に入れ、それとの連関で考察しないことには、特にハイデッガー自身の論述がさ

ほど多くない「別の始元の根本気分」に関しては考察が難しい。先行研究としてはたとえば
Hans-Helmuth Gander, Grund- und Leitstimmungen in Heideggers „Beiträge zur Philosophie“, in: Heidegger 

Studies, Vol. 10, 1994, S. 15-31 があるが、単なる印象を述べる域を超えてはいないように思われる。

また「別の始元」の根本気分の具体的内実を検討するためには、『寄与』における接合肢（Fügung）

との内的連関をも詳細に検討することが求められる。この観点からの考察に関しては以下の拙論

を参照されたい。Die Grundstimmungslage des anderen Anfangs bei Heidegger, in: Affect et affectivité dans la 

philosophie moderne et la phénoménologie - Affekt und Affektivität in der neuzeitlichen Philosophie und der Phänomenologie , E. 

Escoubas, L. Tengelyi (eds.), L'Harmattan, Paris 2008, S. 293-316; 「ハイデッガーにおける別の始元の根

本気分」、『学習院大学文学部 研究年報 55』、2009 年、17-41 頁。  
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在の歴史」における詩人の役割を考慮に入れつつ、根本気分の顕現化とそこで起こり得る

かもしれない「同等化」の超克について述べる（5）。そして最後に、現代の日本にとって

これらの気分が持つアクチュアリティについて考えてみたい（おわりに）。  

 

 

１．驚愕における「純粋な是認」と「同等化」 

 

「驚愕」とは、尋常ならざるものとしての存在に面してギリシア人が襲われた気分であ

る。換言すればそれは、「隠れなさ（Unverborgenheit）」としてのアレーテイア（ἀλήθεια）

に面しての気分であり、また隠れから現れ出るという動性をもつピュシス（φύσις）とし

ての存在に面しての気分である。ハイデッガーはこの気分の内に尋常ならざるものに迫ら

れ縛られつつも（vgl. GA 45, 158, 165）、尊敬の念ゆえにそこから距離をとって（vgl. GA 45, 

164）それに対するいかなる態度も差し控え、打ちのめされて己をその下位に置く（vgl. GA 

45, 165, 173）という契機を看取している5。そしてこの三つの契機から、隠れなさが「何が

存在するのかを決定する尺度」と見なされ、人間が己をこの尺度の下位に置くことになっ

たと考える。こうした人間のあり方は「純粋な是認（reine Anerkenntnis）」（GA 45, 172）と

称され、尋常ならざることとして生じていることから自分が締め出されているという（vgl. 

GA 45, 165）打ちのめされ感、言い換えればピュシスとしての存在と己との端的な分離の

経験に基づいている。またこの是認はノエイン（νοεῖν）、つまり「認取（Vernehmen）」（GA 

45, 139）として、当初はいわば存在への盲目的な服従として生起した。こうした人間のあ

り方はピュシスへの尊敬の念から「ピュシスによる統べを隠れなさの内に保つため」（GA 

45, 179f.）に生起したものであるがゆえにピュシスとは端的に区別される。ハイデッガーは

この始元的な認取のうちに、テクネー（τέχνη）という語のもつ根源的な意義を見出して

いる。 

しかし驚愕から生成した、尋常ならざるものに対するあらゆる態度を差し控えるという、

まさにこの「純粋な是認」のためにギリシア人のもとではアレーテイアは不問にふされる。

ここで問題となるのはこのアレーテイアがこのことによって、堅持されなくなってしまう

ということである。隠れなさという現象は隠れから現れ出るという意味で、隠れあってこ

その現象であり、「隠れなさは絶えず隠れを要求し、そのような仕方でこの隠れをアレー

                                                   
5 『哲学の根本的問い』（GA 45）では「驚愕」の究明においては、この気分がこうした三つの契

機を持つということは直接的には示されていない。しかしこの気分の究明に先立ち、以下の三つ

の気分の分析が行われる：1. 不詳という観点から見られた不思議に思うこと（Sichwundern）、2. 

感心すること（Bewundern）、3. 賛嘆（Bestaunen）としての驚き（Staunen）。この分析を行うのは、

「驚愕」のもつ「内的な多様性
．．．．．．

」を明瞭にするためであるということが述べられている（vgl. GA 45, 

157）。それゆえに「驚愕」は三つの気分の特徴を皆持ち合わせたものであり、各々の気分の分析

から導き出された特徴、すなわち「縛られてあること」、「退くこと」、そして「打ちのめされ

ていること」が「驚愕」の構成契機であるという解釈を筆者はとっている。詳細は以下の拙論を

参照されたい。Das Erstaunen als Grundstimmung des ersten Anfangs der Philosophie, in: Denkspuren. 

Festschrift für Heinrich Hüni , O. Cosmus, F.-A. Kurbacher (Hrsg.), Würzburg 2008, S. 199-212; 「ハイデッガ

ーにおける第一の始元の根本気分―「驚愕」―について」、『学習院大学人文科学論集 13』、

2004 年、1-22 頁。  
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テイアの本質源泉であると確証している」（GA 79, 49）。だが「純粋な是認」でもって隠れ

なさとしてのアレーテイアが「何が存在するのかを決める尺度」になるや否や、言い換え

ればその現れの側面がことさらに是認されてしまうや否や、隠れであるレーテーは問題と

されなくなる。そのことによって存在の根本動向としての、アレーテイアの本質源泉とし

ての隠れそれ自身は「取り除かれるべきもの
．．．．．．．．．．

、（〔ア‐レーテイアという語に含まれる否定、

欠如態をあらわす〕ア〔によって〕）切り離されるべきものとしてのみ経験されている」（GA 

65, 350）6。また現れは隠れから生じるそれへの対抗運動でしかあり得ないので、この隠れ

自体から切り離されるのであれば、現れのほうももはやその動性においては捉えられず硬

化することになる。それゆえすでにプラトンにおいてイデア（ἰδέα）が、言い換えれば元

来は隠れと共に見られていたはずの現れの面だけ突出して固定したエイドス（εἶδος）と

なったものが尺度の座を占めるに到る7。 

このイデアの台頭の際、ギリシア人たちがピュシスという動きに対して抱いた打ちのめ

されの感覚は消え、己を尺度と同じ位置に置き、自身を尺度へと向けるという意味での「同

等化（Angleichung）」（GA 45, 181）という態度が生成することになる。この際、ノエイン

は、「理性」へと変転し、第一の始元より西洋的人間は「理性的動物」として標識づけら

れるにいたる。この人間の自己理解はもともと、存在と己との端的な分離の経験に由来す

るがゆえ、「純粋な是認」としてのノエインから出発した人間の態度は存在からの分離を

促進し、その歴史の経過の内で存在に対する優位を獲得するようになってくる。ハイデッ

ガーによれば己を尺度と同じ位置に置き、自身を尺度へと向ける（sichrichten）というこ

の「同等化」という出来事こそ、アレーテイアとしての真理をホモイオーシス（ὁμοίωσις）

としての「正しさ（Richtigkeit）」へと変転させたものである。また彼は「驚愕」という気

分に哲学のみならず、現代技術の生成の基礎を見出している8。それはこの気分のために

現れと隠れとが一体になっていたアレーテイアが問われぬままになったということが必

然的に生じたからであり、「もっとも―近代そして現代の技術にいたることが可能とな

り、またそれにいたらざるをえなかったということ
．．．．．

は、始元に根拠づけられており、始元

を堅持することがどうしてもできないということによって基礎付けられている」（GA 45, 

179）と述べている。この同等化のもとでは本来は尺度として生成したピュシスはテクネ

ーの視界から測られ（vgl. GA 45, 181）、始元においてギリシア人を打ちのめしたその動性

それ自身は忘却される。そして尺度と同等化することによって人間自身も尺度付与的な

                                                   
6 「またそうしてアレーテイアがポース（φῶς：光）となるがゆえ、これから解釈するならば、〔ア

レーテイアの〕アという否定の性格も失われていく。隠されていること
．．．．．．．．

や隠れ、その由来、根拠

は問題とならない」（GA65, 332）ということも述べられている。  
7 このことについてハイデッガーは「存在するものとしての存在者（ピュシス、イデア、ウーシア

οὐσία）への直接的な突進にとって、現前化
．．．

のみが把握され、存在者のあらゆる解釈にとって尺度

的に堅持された」（GA 65, 260f.）と述べ、驚愕における「純粋な是認」の内に看取されるある種

の性急さをも問題視している。  
8 このことはたとえば、「ギリシアの思索者たちにおけるこうした驚愕が決して目覚めさせられず、

耐えられていなかったとしたら、ヨーロッパ的な科学も現代技術もないであろう」（ZS, 133）と

いうハイデッガーの主張の内に見出される。  
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「主体」となり9、この「主体」にとって計算可能なものとして妥当するもののみが、存

在するものとして考慮されるようになる 10。 

さらに現代においては人間に特有な言葉を「コンピュータに同等化する」（ZS, 268）と

いう言語の情報化の要素も加わることによって人間と物との同等化までも生じ、情報とし

ての操作可能性という尺度を人間は客体としての諸事物のみならず、おのれ自身にも適用

することになる。このことの内にハイデッガーが看取しているのは、人間存在の破壊、そ

してあらゆるものが画一的になり、差異が消滅するという事態、言い換えれば人間を含ん

だあらゆるものの「荒廃化（Verwüstung）」（GA 77, 207）である。  

 

 

２．第一の始元と別の始元  

 

 このような「驚愕」によって規定され続けている始元をハイデッガーは歴史の「第一の

始元」と称し、「別の始元」と区別する。「別の始元」というのは二義的である。一方でそ

れはまだこれから準備されるべきいわば将来的なものとしてある。とはいえこの別の始元

を準備するという試みは、何か全く新奇なことを行って西洋の歴史にとっての第二の始ま

りを用意することを目論むことでは決してない。「始元」とはそもそも唯一的なもの、後

続のものを先取りするものであるとしてハイデッガーはその唯一性を強調しており、ギリ

シア人のもとでの驚愕という気分における現れと隠れの対抗運動の経験は、ヨーロッパの

将来の歴史の根拠で有り続けることには変わりないとする。それゆえ別の始元は第一の始

元と「全く他なるものであるにもかかわらず同じもの」（GA 45, 41）であるということが

述べられ、別の始元を準備することは「始元を再度形成すること」（ebd.）、「反復すること」

（vgl. GA 65, 55）であるとされる。既在の唯一的な経験を保持しつつも、それの別様の展

開を試みるという意味で、この「反復」は「革新しようと思うこと」（GA 39, 293）でもな

ければ「単なる模倣」（ebd.）でもない。それは同じもの、つまり「存在の唯一性」（GA 65, 

73）のもとでより根源的な仕方で始元する（vgl. GA 65, 504）ことであり、現れと隠れの対

抗運動の経験をより根源的な仕方で耐え抜くことが求められる。こうした始元に関する見

解に基づき、別の始元の根本気分は、第一の始元の根本気分と異なってはいるが、或る種

の共通性も備えたものとして想定されており、「驚愕」が詳細に論じられる 1937/38 年冬

学期講義『哲学の根本的問い』においては、特に「驚怖（Erschrecken, Schrecken）」が重要

視される。  

                                                   
9 デカルト以降、人間が「何が存在するのかを決定する尺度」を様々な「客体」に対して設定する

「主体」という立場になったことの根底には、ハイデッガーによれば、やはり古代における「同

等化」という出来事がある。これに関しては以下の拙論を参照されたい。「尺度と同等化  ―後

期ハイデッガーの科学論」、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『科学と技術への問い ―ハイデッガー研究会第三論集』、理想社、2012 年、163-178

頁。  
10 またそもそも「驚愕」における現れと隠れの対抗運動の経験は不気味であり（vgl. GA 45, 138）、

「始元からの離れ落ち（Abfall）」（GA 45, 181）の運動はこの「驚愕」がはらむ不気味さのほう

からその原動力を得ることになり始元には容易にはもはや戻れない。  
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しかしその他方、この「別の始元」はまだ顕現的な仕方では経験されていないとはいえ

ギリシア人のものでの第一の始元以来、潜在的にはつねにすでに生起しているものとして

考えられている。そのため別の始元は「予感されているものではあるが、すでに決定され

ているもの」（GA 65, 4）と称される。第一の始元以来、それとは別の仕方で現在的である

ような現象として、別の始元というのは、ギリシア人でのもとでの始元を始元として
．．．

、つ

まりこの準備されるべき別の始元からは区別される「第一の」始元として（vgl. GA 65, 185）

見ることがそこで可能となっている当の視点でもある。それゆえこの始元の根本気分は、

さしあたりは顕現化せずに覆われており（vgl. GA 45, 186）、そのような仕方で古代からず

っと潜在的につねにすでに「存在の本質現成」として（GA 70, 133）生起し、人間を気分

づけているとされる。  

 ではさしあたりは覆われてしまっているこの根本気分は具体的にはどのような事象と

関係しているのか。驚愕の場合、それは隠れから現れ出るというピュシスの運動であり、

現れと隠れとが一体になったアレーテイアと関係していたわけであるが、別の始元の根本

気分の根拠をなすのは「存在棄却（Seinsverlassenheit）」、つまり「存在者はまだ「存在して

いる」が、しかし存在とその真理とが存在者に、したがってまた人間にどこまでも拒絶さ

れているということ」（GA 45, 186）、言い換えれば存在が「自制していること

（sichzurückhalten）」（GA 65, 255）であるといわれる。存在者の形骸化、荒廃化のもととな

っている存在棄却は、近代における科学の成立や技術化をもって初めて起こったのではな

い。「アレーテイアが存在者の脱去的な根本性格となり、そのようにして存在者性をイデ

アとして規定することを準備することによって、存在はすでに存在者を見棄てている」

（GA 65, 111）。つまり隠れなさとしてのアレーテイアが「何が存在するのかを決定するた

めの尺度」としてギリシア人に純粋に是認されたおりに、それが存在者の根本性格となっ

たものの、先に述べたようにアレーテイアの本質源泉としての隠れは、それから切り離さ

れ自ら脱去するにとどまっているというのである。『哲学の根本的問い』と時期を同じく

する『寄与』ではこのような連関で、存在そのものの本質現成としての「別の始元」の根

本気分として特に「控えめ」が重要視されている。これと共に先述の「驚怖」、そしてま

た控えめと同様に自制という性格を持つ「物怖じ」という気分も根本気分と称されている

が（vgl. GA 65, 14, 21f., 341）、『寄与』においては、これら二つの気分は「控えめ」のうち

に根源的に属している当のものをより明瞭にするものであると言われる（vgl. GA 65, 15）11。

つまり驚怖と物怖じは控えめと全く同一のものではないとはいえ、それの構成契機を成す

ものであり、この三者の統一が別の始元の根本気分を成すと考えられる。以下、それぞれ

の気分の特徴を提示した上で、三者の統一としての別の始元の根本気分の構造を解明し、

ハイデッガーがこれらの気分の内に看取している事象的意義を確認したい。  

  

 

                                                   
11 「控えめ、それは驚怖と物怖じの気分づけつつある中心、言い換えれば根本気分の根本動向

．．
」

（GA 65, 17）と述べられている。  
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３．別の始元の根本気分  

 

驚怖は「驚愕」と似て、何らかの尋常ならざるものとの出会いに関わるという性格を持

っており、その内では「これまで周知であったものが、馴染みないもの、縛ること

（Fesselung）として同時にあらわになる」（ebd.）。このような驚怖において開示されるも

の、それは存在棄却であるとされ（vgl. ebd.）、またこの「存在の尋常ならざることに〔…〕

現‐存在において対応しているのは死の唯一性である」（GA 65, 230）12ということが述べ

られている。すなわち人間の実存がその固有な無としての、言い換えればこの実存の端的

な脱去としての死を可能性としてその内にはらんでいるということが、存在に対して無条

件に隠れが、その脱去が属しているということのいわばアナロギーとして考えられている。

それゆえ驚怖は本来、各々の人間に属している可能性としての死に面しての気分であると

解することができる13。 

 物怖じは驚怖との連結において、拒絶としてつねに既に鳴り響いている存在に面しての

気分として現出する。この気分に特徴的なのは、異他的なものによって「捕まえられて」

（vgl. GA 52, 171）いるが、廻りの状況に対して不確かなままびくびくすることとは違って

「決して不確かなのではなく、自制している」（ebd.）ということである。このことからハ

イデッガーは物怖じという気分を「根源的に固定された自制」（ebd.）として、また「この

物怖じされるものに対する最も親密な好意（Zuneigung）」（ebd.）として標識付けている。

ゆえに物怖じという気分においては一方では、この気分が面している相関者であるところ

のもの、つまり拒絶として己を示している存在が―驚怖による縛りと連関しつつ―人

間を堅持しているのであり、それによって人間と存在との堅固な関係が生成する。また他

方、この気分は両者の間の距離をも形成すると考えられる。なぜなら物怖じは、上述のよ

うに好意であるにもかかわらず、人間をすぐさまその相関者へと突進させることはせずに

自制させる、言い換えれば「ためらう」（ebd.）ようにさせるからである。  

控えめという気分は従順さ（Fügsamkeit）、言い換えれば人間が存在に対して殊更に己を

その下位に置くという一種の服従を可能にする（vgl. GA 65, 252, 309 auch 69）とされる。

驚愕におけるかのピュシスへの盲目的な服従に対応する要素を持つものであるが、この

「控えめ」に関してハイデッガーが看取しているのは、それが「最も根源的な帰属性の根

本気分である」（GA 65, 382）ということである。驚愕においてはその相関者としてのピュ

                                                   
12 存在は潜在的にはつねに既に拒絶として、存在棄却という困窮として西洋における人間に己を

示している。この困窮はしかし、通常は困窮としては殊更に知られてはいないのであり、むしろ

困窮のなさがヨーロッパの現在の状況を支配している。とはいえハイデッガーは、それに即して

困窮に注意が向けられるようないくつかの徴標というようなものがあると主張しており（vgl. GA 

79, 56）、その一つが「死」（ebd.）という現象である。  
13 驚怖という気分の内実は、アールやガンダーが既に指摘しているように、ハイデッガーがその

基礎的存在論の時期に死と無という事象との関係において主題化していた「不安」の内実に一致

している。「不安」は存在の歴史の構想においてあらためて驚怖として捉え直されているといえ

る。Vgl. Michel Haar, Stimmung et pensée, in: Heidegger et l’idée de la phénoménologie , F. Volpi (Hrsg.), 

Dordrecht 1988, S. 273; auch Gander, a. a. O., S. 21. しかし両者ともに、驚怖と死との間の事象的関係

を直接的には論及していない。  
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シスに打ちのめされ圧倒され、そこからの締め出された感覚が強く経験されたがゆえに、

存在と人間との、いいかえればピュシスとテクネーとの分離が生じた。控えめにおいては、

その構成契機としての驚怖と物怖じが一緒に人間を気分づけており、その両者においてあ

くまでも拒絶という仕方ではあるが、自身と存在とが関係していることが経験されるため、

むしろその帰属性を知りつつも敢えて自制して己を下位に置くというということが生じ

ると言えるであろう。ハイデッガーはこの気分の三つ巴の統一の内において存在棄却をそ

れとして認める「困窮の是認
．．

」（GA 65, 107）なるものが可能になることを示唆している。 

驚愕におけるアレーテイアの「純粋な是認」という人間の態度と絡み合う仕方で古代か

ら生じていた「存在棄却」は、「我々の〔すなわち現在の西洋における〕困窮（Not）」（GA 

45, 189）であり、今や全世界規模に広がる荒廃化の根拠として、あらゆるものが本質的に

開花することをその根っこから窒息させている（vgl. GA 77, 211）。今や別の始元の準備に

おいて求められているのはこの困窮の内へと知らずのうちに巻き込まれているのではな

く、存在棄却を存在棄却として見抜き、あらためて現れと隠れとの対抗運動を耐え抜くこ

とである。そのことにより、もはや現れが脱去に対して一方的に優位を持つのではなく、

隠れそれ自身がまさにそれ自身において開けの内へとやってくると（vgl. GA 65, 350, GA 45, 

189）、言い換えれば「隠れのための明るみ」という仕方で存在が本質現成するという。こ

のことの具体的な内実として考えられるのは、かの純粋な是認において硬化してしまった

存在が再びその動性を取り戻すということであり、人間を含めた各々の存在者がそれで有

る当のものとしてその固有性を取り戻すということになるであろう。こうした存在棄却を

それとして認めるという意味での「困窮の是認」は「第一の始元」における「純粋な是認」

との関連で考えられていると思われるが、三つの気分の統一のうちにはこうした存在棄却

をそれとして認めるという意味での「是認」を可能にする契機、つまり無性に面しての束

縛（驚怖）、そこからの距離化（物怖じ）、またそれに服従するという仕方で己を下位にお

くこと（控えめ）が見出され、それゆえハイデッガーによって重要視されているといって

よい。  

 

 

４．根本気分が顕現化することの困難さ  

 

三つの気分が「別の始元」の根本気分として重要視されるその事象的意義は以上で明ら

かになった。先述のとおり、別の始元の根本気分は存在棄却の生起として己を告げている。

しかしここで問題なのは存在棄却を覆い隠す諸々のものの蔓延によって、こうした気分自

体が妨害され（vgl. GA 65, 122）覆われたままであり、我々の時代においては顕現化しない

まま、困窮は困窮としては知られないままにとどまっているということである。このこと

を顕わにするのが、冒頭で取り上げた「退屈」という根本気分である。『形而上学の根本

諸概念』においては、退屈への問いは最終的には退屈という現象一般ではなく、「我々の
．．．

〔つまり今日の西洋的な〕」（GA 29/30, 242）現存在の深い退屈という、特定の退屈への問

いへと先鋭化されている。この深い退屈に関して見られた全体における空虚は、あれやこ
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れやの困窮ではなく「全体における困窮
．．．．．．．．

」（GA 29/30, 244）として生起するところの、我々

の現存在全体の本質的な苦境（Bedrängnis）が生じないままであり、己を拒絶する

（Sichversagen：言うことをきかない）こととして明らかにされる（vgl. ebd.）。苦境が生じ

ないままであるというこうした状態とは困窮がそれとしては知られていないことを意味

している。  

ハイデッガーは退屈独特の居心地の悪い「味気ない（öde）」（GA 29/30, 130）という現

象から、退屈の構成契機である「空虚放置（Leergelassenheit）」を取り出しているが、この

味気ないという現象の内には、あらゆるものの荒廃化（Verwüstung）の「荒れ地（Öde）」

（GA 77, 212）の広がりとの内的連関を見出すことが可能である。またハイデッガーは「荒

野（Wüste）とは荒れ地（Öde）のことである。つまりあらゆる生が見棄てられていること

の、見棄てられた広がりのことである」（GA 77, 212）と述べ、味気ない荒れ地として全体

として生じている空虚を存在棄却との関係で論じている。潜在的にはつねに既に生起して

いるこうした存在棄却による味気ない空虚さを直視しないように、そして長く感じられる

居心地の悪い時間を埋めるために様々なレベルでなされる「暇つぶし」によってこの困窮

は隠され、今日の「組織化、問題形成そして試すこと」（GA 29/30, 245）の活動熱心さ、

またそれによって生じている「ある種の危険のなさにおける快適さ」（ebd.）においては、

まるで苦境がないように見える14。 

この連関で注目したいのは、存在棄却という事象の内に潜むある種の怒りをハイデッガ

ーが看取しているということである。現代における荒廃化の根底に彼は「悪そのもの」を

看取し、それをまた「怒り（Ingrimm）」（GA 77, 207f.）としてとらえており、「控えめ」と

いう根本気分のことも、「落ち着いた尺度の下位に己を置き、悪の憤怒（Grimm）を自ら

の内で耐え忍ぶ（austragen）」（GA 65, 69）ものとして標識づけている。人間、言語を含む

すべてのものが画一的で操作可能になっている状況下ではしかし、この怒りはさしあたり

己を隠しており、自称最高の理想像が展開しているかのように見え 15、「困窮は困窮として

は経験されない」（GA 79, 55, vgl. auch GA 65, 123）。この怒りの怖さというのは、確実に現

存在を脅し、蝕んでいるにもかかわらず、たいていは己を隠し、何一つ反抗していないよ

うな様子を呈しているということである（vgl. GA 77, 207f.）。絶えず脅されているためそこ

から現存在は、様々な営みへと逃げるが、そのように逃げさせている当のものというのは

見当たらない。  

ハイデッガーは原子爆弾、水素爆弾という「地球上のあらゆる生命を絶滅させるにおそ

らく十分」（GA 79, 4）なものの脅威を目の当たりにしていた。それにもかかわらず退屈と

いう気分を根本気分と主張し続け、また「困窮は困窮としては経験されない」と言ってい

るのは、彼以外のだれもこの脅威に気づいていないなどということではなく、むしろ逆の

                                                   
14 この見解は「メスキルヒ 700 年」（1961）でも堅持され、技術社会における非故郷的なもの内で

提供される暇つぶしの内へと、根本気分としての深い退屈が我々を追い立てるということが述べ

られている（vgl. GA 16, 579）。  
15 具体的にはたとえば「進歩、創造することのあらゆる領域で起こっている抑制のきかない業績の

上昇、だれにとっても均等に（gleichmäßig）労働の機会が与えられること」、「すべての労働者に

一様に（gleichförmig）与えられる福祉」（GA 77, 211）といったものが挙げられている。  
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ことを示唆するものと思われる。つまり、存在棄却の怒りの潜在的な現れとしての味気な

い荒れ地の広がりを開示している味気ない退屈特有の長い時間の呪縛を通じて、実はだれ

もがこの荒廃化の怖さに気づいてしまっている。しかしそこからつねに逃げざるを得ず、

その当の怖さ、不気味さに関してはいわば思考停止して見ないふりをしながら隠蔽してい

る。しかもそうなるように存在棄却という事象それ自身によって傾きをつけられてしまっ

ている。このような一連の根の深い事態を指していると考えられる。  

さらに、苦境が全体において己を拒絶することとしての困窮は、「内的な驚怖

（Schrecken）」（GA 29/30, 244）という気分が生じないままであることと連関している。隠

された深い退屈がその覆いを取られることができるためには、つまり空虚としての存在の

拒絶、存在棄却がその覆いを取られるためには存在棄却に面しての驚怖を顕現的に経験す

ることが必要とされる。彼は次のように述べている「我々は、我々の現存在に驚怖を吹き

込むことができる者をはじめて再び呼ばねばならない」（GA 29/30, 255）と。  

先述のとおり、ハイデッガーはどのようにしても覆い隠されてしまう存在棄却という事

象への突破口ないし媒介項を、個々の現存在がアプリオリな仕方で己の存在の内にはらん

でいる死という無性として考えているわけであるが、存在棄却という困窮をそれとして是

認するということが生起するためには、この死という無性をそれとして捉えることに一切

がかかっているといってよいであろう。この無性に面しての驚怖という気分の顕現化を、

ハイデッガーは物怖じとの関連で考えている。物怖じとは先述のとおり、死に面しての驚

怖に同行するものであるが、それは自制を伴う悠揚さ（Langmut）であり、これは一種の

勇気（Mut）として理解されている。この勇気は、死に面しての驚怖を顕現的な仕方で人

間が経験するのを助ける。「本質的な不安への明快な勇気が、存在を経験する秘密に満ち

た可能性を保証する。なぜなら深淵を驚怖することとしての本質的な不安のそばには物怖

じが居るから」（WM, 307）。つまり物怖じということでは、決意性にも似た「不安を準備

した物怖じ」（WM, 311）というものが意図されており、その内には本質的な不安としての

驚怖が顕現化するという可能性が潜んでいる 16。またこうした「物怖じの驚怖は（Schrecken 

der Scheu）人間を控えめという気分のうちへと連れ戻して立て、そうすることでもってた

しかに現‐存在
．．

のうちへと立てる」（GA 65, 8）ということが示唆されている。ここで言わ

れている、「現‐存在
．．

」とは、人間の存在の一つの可能な有り方、すなわち「自らを隠す

                                                   
16 驚怖が不安を用意した物怖じによって目覚めさせられるのであれば、このことが意味するのは、

存在棄却としての全体において苦境が生じないままでいることが、つまり先述の隠された空虚が

ことさらそのものとして現れ、かの危険のなさがはじめて危険として
．．．

経験されるということであ

る。この際、これまで覆われ押しのけられていた深い退屈に空間が与えられるのであり、それは

まさに物怖じの「自制すること」（GA 52, 171）によって可能になる。不安と同一視されている驚

怖と退屈といった二つの気分は、一見相容れないように思われるが、実際は両者には共通点があ

る。それは、いずれにおいても存在者全体がどうでもよいもの（gleichgültig）として己を示すとい

うことである。存在棄却の居心地の悪い空虚は退屈から上昇してくるが、それは驚怖の不気味さ

において人間にふりかかる。「驚怖
．．

においては、存在者のあらゆる進歩ならびに支配の背後で、

目的なしという暗い空虚が露わになる」（GA 45, 197）。こうした状態において人間は存在が自ら

を拒絶するという仕方で人間にかかわっているということを知り、この存在の拒絶は目覚めさせ

られた深い退屈の空虚として経験される。この空虚は、すべてが操作可能で等‐価値的

（gleich-gültig）になってしまっているという現在の状況に対応している。  
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ことの開けを耐え抜くこと」（GA 65, 301）であり、先の論述に従うのであればこの状態は

存在棄却をそれとして見抜いている状態であると考えられる。  

しかし存在棄却をそれとして是認する突破口としての死に面したこうした決意として

の物怖じは、如何にして我々においてまざまざと萌してくるのか。すべての人間がこのよ

うな勇気を持つことができるのであろうか。「我々の現存在に驚怖を吹き込むことができ

る者」とハイデッガーが述べていることより、それはやはり限定された者に限られるよう

に思われる。我々はこの問題を、「存在の歴史」における詩人の位置づけを考慮するとい

う方向で検討し、それとともに困窮の是認によって可能になるかもしれない「同等化」の

転換の可能性をハイデッガーに即して考えてみたい。  

 

 

５．詩人と同等化の行方  

 

詩人の位置づけを考慮する理由としては、「物怖じ」やその悠揚さを重要視するという

別の始元の根本気分についてのハイデッガーの見解が、彼のヘルダーリン解釈に基づいて

いるということが挙げられる 17。第一の始元の根本気分を「驚愕」と見なす発想が古代ギ

リシアの哲学者の見解をその解釈学的な背景としているのと同様、「物怖じ」という気分、

そしてこの気分と「控えめ」とに共通する「自制」、また「悠揚さ」をはじめとする様々

な「勇気」といった事象についての分析は、ハイデッガー独自の着想というよりは、むし

ろヘルダーリンの詩をその解釈学的背景としているといってよい 18。 

ハイデッガーが詩人たちを特権化する理由としてはさしあたり、その人間についての解

釈を考慮に入れてのことであると考えられる。先述のように、驚愕に規定された第一の始

元においては、存在と人間の「同等化」が生じて以来、人間はそれに固有のノエインに基

づき「理性的動物」と標識づけられてきた。しかしそれに先行するものとして、不死のも

のとしての神々との関係において考えられた、ホ・トゥネートス（ὁ θνητός：死すべきも

の）としてのギリシア的な標識づけが考えられ、それは人間がそれ自身で独立して大きな

諸関係から分離されるということにより得られる「理性的動物」といった規定とは端的に

区別され、それに先行するより深い人間の規定であるということが示唆されている（vgl. 

GA 77, 221f.）。またこうした人間を死すべきものとみなす規定をハイデッガーは、哲学者

にとってではなく「むしろ詩人たちに固有なもの」（GA 77, 222）であって、このことは特

にヘルダーリンの詩作に基づいて認めることができるとし、たとえば「〔ヘルダーリンの

詩作によれば〕神性は、それでもって人間が己の住むことを、つまり天の下大地に滞在す

                                                   
17 物怖じは「或る人類の歴史の進行を、そのようにしてこの人類の故郷的なものの内へともたらす

当の詩人たちの心がその内に収まっている当の重点」として述べられている（GA 52, 171）。  
18 「勇気（Mut）」という事象と気分との関係は、既に 1924 年夏学期講義におけるアリストテレス

の『ニコマコス倫理学』の解釈の内で言及されており、それ以降も特に「不安」の分析において

「勇気」ということが言及されている。こうした基礎のもと、さらにヘルダーリン解釈において

「貧しさ（Armut）」、「悠揚さ（Langmut）」をはじめとする諸々の「勇気」について論じられ

ている。  
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ることを測り出す（ausmessen）当の「尺度（das Maaß）」である」（VA, 189）などと述べて

いる。またそのうえで、人間の有限性の自覚と神との関係、そして「こうした尺度を見や

りつつ明け開くこと、尺度を尺度として測りつつ‐明け開くこと、尺度を尺度として取る

こと」（VA, 192）しての詩作について言及している。  

このように人間にその死に照らし合わせた有限性を自覚させることとしての詩作する

ことは、「神々と人間とが返答すること」（GA 52, 157）、両者が一つの「対話」（GA 52, 157）

の内にいたる当の「祝い」としての「和解」、「均衡（Ausgleich）」との関係でも語られて

いる。この和解としての均衡とは、人間が尺度と自分を同じ立場においたり、物と自分を

同じ立場においたりするような同等化とは異なり、それは「区別なしの平面において同じ

にするのではなく、各々のものに、等しいものを、つまりその都度固有な本質の等しい尺

度に従って、それに固有なものを割り振るような均衡」（GA 52, 98）である。この均衡が

起こる場が、言い換えれば神々と人間とを適切な仕方で接合させる接合が「現‐存在

（Da-sein）」の「現（Da）」としての「存在（Seyn）」であり（vgl. GA 52, 100）、物怖じは己

に死という事象を反照させる神を目の前にするこの現としての存在において、単に慄くだ

けでなく、それへの好意をも生成させる。それゆえハイデッガーは神々の遁走、神々によ

る拒絶をその言葉の内で保持する、物怖じに規定された詩人の営みを、神々への好意、愛

とみなし、彼らにおいてこそ神が尺度として取られ保持され、人間の有限性の自覚が確保

されると解しているのではないか。またその悠揚さは人間を待つようにする可能性をも有

しているがゆえ、詩作する者たちは「待つ者」と称される。この待つ者というのはこうし

た均衡が来ることの「入り口」（GA 77, 227）として存在し、そのようにして我々の現存在

に、神という尺度に即してみられた己の死に面しての驚怖をまさに驚怖として吹き込むこ

とができる者であり、それをそれとして受け入れることを促すものとして存在するのであ

ると考えられる19。 

  

 

おわりに 

 

本論文の結びとして、死すべきものとしての人間の有限性の自覚、そしてそれを通じて

の均衡化ということを、西洋由来の技術の侵食を免れ得ない現代日本に住む我々の問題と

して引きうけて考えてみたい。ハイデッガーの見解では、我々の驚怖がまざまざと呼び覚

まされ、己を下位に置くという控えめへと我々がもたらされるためには、物怖じに気分づ

けられた詩人の存在が必要となる。だが東日本大震災後の現在、そのように考えるのは一

見、かなり短絡的のように思われる。あの出来事においては、いっさいを一瞬のうちに崩

壊させ人間によるそこからの逃避を許さない自然の猛威が、人々を様々なレベルにおいて

実際に打ちのめした。またそれのみならずその猛威によって、原発というテクネーの産物

がその操作可能性から逸脱し極端なまでに一人歩きしてしまうという、今まで気づかれて

                                                   
19 真正なる詩作は、我々が驚怖と見棄てられていることの内へと予め自らを引き渡さねばもたら

されないということも示唆されている（vgl. GA 39, 222）。 
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いたのにもかかわらず無視されていた可能性が、あらためて尋常ならざる可能性として

我々に突き付けられた20 。それによって多くの人がそれまで自明のものとして享受してい

た自分の生と世界が根底から揺るがされるような経験をせざるを得ず、否応なしに死に面

する驚怖を感じてそれに縛られ、自らの有限性を認めせざるを得なかったはずである。ま

た誰もが、たとえ一時的にせよ、この抗いがたい自然の猛威によって引き起こされるかも

しれない原発事故と、それがもたらすかもしれない広範囲にわたる世界の破壊ということ

を念頭に浮かべ、詩人の登場を待たずとも尺度転換の必然性を感じたのではないか。かの

大震災の衝撃を規定しているのは、存在棄却の生起としての隠されていた憤怒の突発的な

自己顕現に対応するものと考えてもよいと思われる。  

この出来事において経験された我々を凌駕する不死なる尺度はしかし、古代ギリシアに

おける不死なる神とはもはや同じものではない。テクネーの産物と、本来テクネーの閉鎖

的連関には属していない自然の生起とが交差したこの出来事においては、我々を凌駕する

尺度においては不死なるものが二つの方向において考えられる。一方では我々を包み込む

が我々とはやはり区別され、テクネーとしての我々の営みをつねに不意打ち的に襲う可能

性のある自然の内に見出される神的な力を想定できるであろう。他方では同じく不死なる

ものとして、テクネーそれ自身の産物、つまり原発やその廃棄物などが考えられる 21。別

の始元の準備で求められていることが現れと隠れとの対抗運動を再びより根源的に耐え

抜くことであるのなら、前者の自然の猛威のほうに現れを、後者のテクネーの究極形態の

ほうに隠れを看取することは可能であろうか。またハイデッガーの「別の始元」の根本気

分の見解に従うのであれば、ここで我々にことさらに求められているのは、人間自身と同

じくテクネーとして猛威を振るう後者の下位に己を置くということであろう。控えめの顕

現化における従順さというのは、驚愕のそれとは違い、己を圧倒するその相関者からの締

め出されの感覚、分離の感覚に基づくのではなく、それとのつながりを経験しつつも敢え

てそれより己を下位に置くことだからである。  

こうした尺度の取り直しが生起した今回の出来事の衝撃は確かに大きい 22。だがそれで

                                                   
20 このことに関しては鷲田氏が次のように述べている。「危機を知らせる信号に、わたしたちはこ

れまで何度も触れていたはずです。たとえば原発についても、ずっと信号は出ていました。〔…〕

危機のシグナルはずっと出ていたにもかかわらず、人びとは―もちろんわたしもその一人でし

た―それを根本からうけとめることなく、先送りして、たぶん大丈夫だろうと思ってやりすご

してきた。その先送りの構造の怖さというのも、震災をきっかけに露呈したと思います」（鷲田

清一『語りきれないこと ―危機と痛みの哲学』、角川学芸出版、2012 年、60 頁）、「見えない

ことが多すぎるだけでなく、見えているのにだれもみていないことがあることを、それこそ有無

を言わせず見せつけたのが、今回の事故だったのです」（鷲田、前掲書、111 頁）。  
21 神々だけではなく、今や人間がこの手で作った原発廃棄物までもが「不死なるもの」になってし

まっているという見解に関しては、森氏の指摘に裨益を受けた。森一郎『死を超えるもの  ―

3・11 以後の哲学の可能性』、東京大学出版会、2013 年、11 頁参照。  
22 たとえばドイツでは、すでにシュレーダー第一次政権期の 2001 年に原子力エネルギーの廃止に

関する法律が制定され、2021 年までに脱原発を行う予定とされていた。だがメルケル第二次政権

では再び原発ルネサンスの波にのり、また財政の赤字を減らすために原発推進の方向へと進み、

2010 年には原発の全廃までの期間が延長され、2040 年までの原発稼働を行うことになっていた（川

名英之『なぜドイツは脱原発を選んだのか ―巨大事故・市民運動・国家』、合同出版、2013 年、

156-157 頁、182-183 頁、275-276 頁参照）。それが東日本大震災を受けて、周知のとおり、ふたた

び 2022 年までに脱原発することになる。その際、「安全なエネルギー供給のための倫理委員会」
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もなお、我々はその下でずっと立ち続けることができない。すでに深い退屈から逃げる仕

方での覆い隠しは生じてしまっており、このことに関しては冒頭で述べた「暇つぶしへの

病的な欲望」へと駆り立てられた我々の現状を指摘すれば十分である。あの出来事からほ

ぼ 3 年半が経過した今、あの驚怖、空虚感、打ちのめされ感は、我々の多くのものにとっ

ては薄れゆくものとなっている。またこうした衝撃を忘却するということを敢えて自覚的

に選ばねば前に進めないという場合も多々あるだろう。しかしそれでも不死なる尺度への

何らかの関係を持ちつづけない限り、有限性の自覚はその場だけのことになる。それを耐

え抜く者ども、言い換えれば長い時間をかけて、不死なるものとしての尺度と死すべき人

間とが返答し合う場を言葉において保つ者どもとして、悠揚さを備えた、物怖じに強く気

分づけられた詩人たちの存在を、我々はやはり必要とするのかもしれない。  

 

 

凡例・略符号 
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21992. 
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GA 52 Hölderlins Hymne »Andenken«, hrsg. v. C. Ochwadt, 21992. 
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＊引用文訳中における傍点は、原文のイタリック体の箇所を示す。〔 〕の内の部分は、
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Asuka SUEHISA 

Anerkenntnis der Not und Zukunft der Angleichung 

― Eine Untersuchung zur Grundstimmungslage der Seinsgeschichte  

                                                                                                                                                     
が鑑定書で、事故が他でもないハイテク大国の日本で起きたことの衝撃を伝えていたということ

は我々の記憶にも新しい。技術の中だけの事故ではなく、自然の猛威と技術とが交差する仕方で

起きた原発事故であったがゆえに、今回の出来事では自然に対する技術の有限性がとりわけ浮き

彫りになったといえるであろう。  


